
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 39,030,451 固定負債 10,512,610

有形固定資産 35,117,342 地方債 9,495,570
事業用資産 7,083,936 長期未払金 -

土地 3,366,759 退職手当引当金 987,959
立木竹 21,660 損失補償等引当金 -
建物 13,002,283 その他 29,081
建物減価償却累計額 △ 9,491,329 流動負債 1,325,897
工作物 1,246,348 1年内償還予定地方債 939,984
工作物減価償却累計額 △ 1,096,646 未払金 215,290
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 1,160
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 102,696
航空機 - 預り金 54,496
航空機減価償却累計額 - その他 12,271
その他 470 11,838,506
その他減価償却累計額 △ 470 【純資産の部】
建設仮勘定 34,860 固定資産等形成分 41,302,093

インフラ資産 27,181,449 余剰分（不足分） △ 10,492,556
土地 3,437,785 他団体出資等分 -
建物 950,514
建物減価償却累計額 △ 252,513
工作物 44,620,679
工作物減価償却累計額 △ 21,609,092
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 34,076

物品 3,259,456
物品減価償却累計額 △ 2,407,499

無形固定資産 686,329
ソフトウェア -
その他 686,329

投資その他の資産 3,226,781
投資及び出資金 184,765

有価証券 159,318
出資金 25,447
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 173,622
長期貸付金 -
基金 2,697,278

減債基金 12,010
その他 2,685,267

その他 179,318
徴収不能引当金 △ 8,202

流動資産 3,617,592
現金預金 1,170,183
未収金 130,026
短期貸付金 -
基金 2,271,642

財政調整基金 1,767,108
減債基金 504,534

棚卸資産 5,682
その他 46,920
徴収不能引当金 △ 6,861

繰延資産 - 30,809,537
42,648,043 42,648,043

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
連結貸借対照表

（令和２年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



連結 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

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

1,863,220

599

599

-

13,382,629

-

3,496,318

10,801

3,471

1,141,621

744,452

397,169

11,518,201

1,865,026

1,408

399

-

3,538,984

68,757

3,766,393

1,955,013

322,141

1,487,958

1,281

371,943

123,991

620

247,332

7,049,574

22,909

【様式第２号】

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 金額

12,659,822

5,610,249

1,471,912

1,278,058

102,189



連結 （単位：千円）

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 42,038,308 △ 10,818,631 -

純行政コスト（△） 13,382,629 -

財源 12,994,684 -

税収等 8,431,628 -

国県等補助金 4,563,056 -

本年度差額 △ 387,944 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 788,332 788,332

有形固定資産等の増加 553,742 △ 553,742

有形固定資産等の減少 △ 1,492,774 1,492,774

貸付金・基金等の増加 383,453 △ 383,453

貸付金・基金等の減少 △ 232,753 232,753

資産評価差額 △ 1,923

無償所管換等 6,767

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 △ 16,397 3,032 -

その他 63,671 △ 77,345

本年度純資産変動額 △ 736,215 326,075 -

本年度末純資産残高 41,302,093 △ 10,492,556 -30,809,537

6,767

-

-

△ 13,365

△ 13,674

△ 410,140

△ 1,923

31,219,677

13,382,629

12,994,684

8,431,628

4,563,056

△ 387,944

【様式第３号】

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】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 11,623,014

業務費用支出 4,076,441

人件費支出 1,447,249

物件費等支出 2,238,862

支払利息支出 148,427

その他の支出 241,903

移転費用支出 7,546,574

補助金等支出 4,035,984

社会保障給付支出 3,496,318

他会計への繰出支出 10,801

その他の支出 3,471

業務収入 14,478,542

税収等収入 9,250,872

国県等補助金収入 4,462,931

使用料及び手数料収入 754,811

その他の収入 9,928

臨時支出 1,830,865

災害復旧事業費支出 1,408

その他の支出 1,829,457

臨時収入 -

業務活動収支 1,024,663

【投資活動収支】

投資活動支出 1,096,123

公共施設等整備費支出 640,478

基金積立金支出 447,645

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 -

その他の支出 8,000

投資活動収入 323,241

国県等補助金収入 85,183

基金取崩収入 184,636

貸付金元金回収収入 -

資産売却収入 604

その他の収入 52,818

投資活動収支 △ 772,882

【財務活動収支】

財務活動支出 993,338

地方債償還支出 993,338

その他の支出 -

財務活動収入 766,665

地方債発行収入 738,026

その他の収入 28,639

財務活動収支 △ 226,673

25,107

1,090,201

比例連結割合変更に伴う差額 378

1,115,687

前年度末歳計外現金残高 54,470

本年度歳計外現金増減額 26

本年度末歳計外現金残高 54,496

本年度末現金預金残高 1,170,183

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


