
【様式第１号】

（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 26,617,529 固定負債 8,244,130

有形固定資産 24,578,794 地方債 7,143,277
事業用資産 9,471,135 長期未払金 58,915

土地 2,683,049 退職手当引当金 312,532
立木竹 135,100 損失補償等引当金 -                
建物 16,313,556 その他 729,407
建物減価償却累計額 -9,805,298 流動負債 1,235,737
工作物 367,857 1年内償還予定地方債 1,103,592
工作物減価償却累計額 -261,165 未払金 27,271
船舶 326 未払費用 -                
船舶減価償却累計額 -326 前受金 -                
浮標等 -                前受収益 -                
浮標等減価償却累計額 -                賞与等引当金 95,188
航空機 -                預り金 8,186
航空機減価償却累計額 -                その他 1,500
その他 46,881
その他減価償却累計額 -36,217
建設仮勘定 27,372

インフラ資産 14,880,587
土地 66,802
建物 2,806,135
建物減価償却累計額 -1,472,965
工作物 30,493,344
工作物減価償却累計額 -17,012,730
その他 -                負債合計 9,479,867
その他減価償却累計額 -                【純資産の部】
建設仮勘定 -                固定資産等形成分 26,923,133

物品 1,337,061 余剰分（不足分） -9,138,170
物品減価償却累計額 -1,109,989 他団体出資等分 -                

無形固定資産 1,585
ソフトウェア 1,415
その他 170

投資その他の資産 2,037,150
投資及び出資金 966,753

有価証券 70
出資金 966,683
その他 -                

投資損失引当金 -                
長期延滞債権 36,151
長期貸付金 4,000
基金 721,037

減債基金 31,226
その他 689,811

その他 314,053
徴収不能引当金 -4,844

流動資産 647,301
現金預金 168,418
未収金 129,704
短期貸付金 -                
基金 336,912

財政調整基金 336,912
その他 -                

棚卸資産 13,476
その他 207
徴収不能引当金 -1,415

純資産合計 17,784,962
資産合計 27,264,830 負債及び純資産合計 27,264,830

科目 科目

連結貸借対照表
(令和2年3月31日現在）



【様式第２号】

（単位：千円）
金額

【純経常行政コスト】
経常費用 5,753,240

業務費用 4,119,265
人件費 1,640,591

職員給与費 1,452,101
賞与等引当金繰入額 34,831
退職手当引当金繰入額 17,702
その他 135,956

物件費等 2,294,438
物件費 1,166,421
維持補修費 44,281
減価償却費 1,083,736
その他 1

その他の業務費用 184,236
支払利息 96,687
徴収不能引当金繰入額 6,252
その他 81,298

移転費用 1,633,975
補助金等 996,890
社会保障給付 623,273
他会計への繰出金 -                
その他 13,812

経常収益 1,520,832
使用料及び手数料 847,066
その他 673,766

純経常行政コスト 4,232,409
【純行政コスト】

臨時損失 2,810
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 2,810
投資損失引当金繰入額 -                
損失補償等引当金繰入額 -                
その他 -                

臨時利益 -                
資産売却益 -                
その他 -                

純行政コスト 4,235,218

科目

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



【様式第３号】

（単位：千円）

固定資産 余剰分
等形成分 （不足分)

前年度末純資産残高 18,143,498 27,645,903 -9,502,405 -                
純行政コスト（△） -4,235,218 -4,235,218 -                
財源 3,810,659 3,810,659 -                

税収等 3,207,230 3,207,230 -                
国県等補助金 603,429 603,429 -                

本年度差額 -424,560 -424,560
固定資産等の変動（内部変動） -966,022 966,022

有形固定資産等の増加 136,518 -136,518
有形固定資産等の減少 -1,086,545 1,086,545
貸付金・基金等の増加 119,505 -119,505
貸付金・基金等の減少 -135,499 135,499

資産評価差額 -                  -                
無償所管換等 -                  -                
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 69,314 230,837 -161,524 -                
その他 -3,290 12,414 -15,704
本年度純資産変動額 -358,535 -722,770 364,235 -                

本年度末純資産残高 17,784,962 26,923,133 -9,138,170 -                

他団体出資等分

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

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）
金額

【業務活動収支】
業務支出 4,671,386

業務費用支出 3,037,411
人件費支出 1,622,188
物件費等支出 1,241,366
支払利息支出 96,687
その他の支出 77,170

移転費用支出 1,633,975
補助金等支出 996,890
社会保障給付支出 623,273
他会計への繰出支出 -                
その他の支出 13,812

業務収入 5,208,117
税収等収入 3,205,665
国県等補助金収入 565,689
使用料及び手数料収入 772,406
その他の収入 664,356

臨時支出 -                
災害復旧事業費支出 -                
その他の支出 -                

臨時収入 38,462
国県等補助金収入 38,462
その他の収入 -                

業務活動収支合計 575,193
【投資活動収支】

投資活動支出 174,649
公共施設等整備費支出 54,923
基金積立金支出 92,495
投資及び出資金支出 5,231
貸付金支出 22,000
その他の支出 -                

投資活動収入 146,455
国県等補助金収入 8,841
基金取崩収入 115,517
貸付金元金回収収入 22,000
資産売却収入 -                
その他の収入 97

投資活動収支合計 -28,194
【財務活動収支】

財務活動支出 1,178,311
地方債償還支出 1,172,377
その他の支出 5,934

財務活動収入 699,323
地方債発行収入 578,616
その他の収入 120,707

財務活動収支合計 -478,988
本年度資金収支額 68,011
前年度末資金残高 94,755
比例連結割合変更に伴う差額 -9
本年度末資金残高 162,757

前年度末歳計外現金残高 6,005
本年度歳計外現金増減額 -345
本年度末歳計外現金残高 5,661
本年度末現金預金残高 168,418

科目

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


