
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 8,632,228   固定負債 1,399,742

    有形固定資産 7,796,817     地方債等 1,196,484

      事業用資産 4,854,033     長期未払金 -

        土地 1,516,777     退職手当引当金 202,653

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 1,739,916     その他 605

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 190,449

        建物 4,641,577     １年内償還予定地方債等 171,412

        建物減価償却累計額 -3,542,833     未払金 151

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 801,539     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -321,540     前受収益 159

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 18,593

        船舶 -     預り金 132

        船舶減価償却累計額 -     その他 2

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,590,191

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 8,781,534

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,520,383

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 18,597

      インフラ資産 2,850,363

        土地 16,016

        土地減損損失累計額 -

        建物 90,057

        建物減価償却累計額 -40,847

        建物減損損失累計額 -

        工作物 7,184,792

        工作物減価償却累計額 -4,408,632

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 8,978

      物品 707,699

      物品減価償却累計額 -615,279

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 30,681

      ソフトウェア 385

      その他 30,296

    投資その他の資産 804,730

      投資及び出資金 21,623

        有価証券 6,684

        出資金 14,939

        その他 -

      長期延滞債権 1,064

      長期貸付金 38,477

      基金 743,556

        減債基金 211,077

        その他 532,479

      その他 10

      徴収不能引当金 0

  流動資産 219,114

    現金預金 63,191

    未収金 6,616

    短期貸付金 3,182

    基金 146,125

      財政調整基金 146,125

      減債基金 -

    棚卸資産 1

    その他 0

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 7,261,151

資産合計 8,851,342 負債及び純資産合計 8,851,342

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 2,750

    その他 116

純行政コスト 1,085,439

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,866

  臨時損失 401

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 401

    使用料及び手数料 166,665

    その他 61,630

純経常行政コスト 1,087,905

      社会保障給付 95,222

      その他 1,100

  経常収益 228,295

        その他 6,242

    移転費用 223,502

      補助金等 127,179

      その他の業務費用 22,094

        支払利息 15,851

        徴収不能引当金繰入額 0

        維持補修費 112,520

        減価償却費 297,680

        その他 1,231

        その他 140,159

      物件費等 833,125

        物件費 421,694

        職員給与費 153,819

        賞与等引当金繰入額 18,593

        退職手当引当金繰入額 -75,092

  経常費用 1,316,199

    業務費用 1,092,698

      人件費 237,479

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

会計：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 7,407,241 9,004,599 -1,597,358 -

  純行政コスト（△） -1,085,439 -1,085,439 -

  財源 964,431 964,431 -

    税収等 714,468 714,468 -

    国県等補助金 249,963 249,963 -

  本年度差額 -121,009 -121,009 -

  固定資産等の変動（内部変動） -225,754 225,754

    有形固定資産等の増加 642,371 -642,371

    有形固定資産等の減少 -803,240 803,240

    貸付金・基金等の増加 126,822 -126,822

    貸付金・基金等の減少 -191,708 191,708

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 104 104

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -25,173 2,588 -27,761 -

  その他 -12 -2 -10

  本年度純資産変動額 -146,090 -223,064 76,975 -

本年度末純資産残高 7,261,151 8,781,534 -1,520,383 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 40

本年度歳計外現金増減額 46

本年度末歳計外現金残高 86

本年度末現金預金残高 63,191

財務活動収支 -67,106

本年度資金収支額 -27,892

前年度末資金残高 90,747

比例連結割合変更に伴う差額 250

本年度末資金残高 63,106

    地方債等償還支出 167,065

    その他の支出 58

  財務活動収入 100,017

    地方債等発行収入 100,017

    その他の収入 -

    資産売却収入 2,750

    その他の収入 2,697

投資活動収支 -66,010

【財務活動収支】

  財務活動支出 167,123

    その他の支出 28

  投資活動収入 116,827

    国県等補助金収入 608

    基金取崩収入 108,006

    貸付金元金回収収入 2,765

  投資活動支出 182,837

    公共施設等整備費支出 137,212

    基金積立金支出 41,832

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,765

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 105,225

【投資活動収支】

    税収等収入 713,002

    国県等補助金収入 279,756

    使用料及び手数料収入 162,542

    その他の収入 60,766

  臨時支出 -

    移転費用支出 240,626

      補助金等支出 127,103

      社会保障給付支出 95,222

      その他の支出 18,301

  業務収入 1,216,066

    業務費用支出 870,215

      人件費支出 312,699

      物件費等支出 535,416

      支払利息支出 15,851

      その他の支出 6,249

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,110,841


