
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 31,461,348  固定負債 4,086,108

    有形固定資産 30,137,562    地方債等 3,340,390

      事業用資産 6,878,848    長期未払金 -

        土地 2,209,420    退職手当引当金 738,923

        土地減損損失累計額 -    損失補償等引当金 -

        立木竹 -    その他 6,795

        立木竹減損損失累計額 -  流動負債 433,751

        建物 9,837,333    １年内償還予定地方債等 387,716

        建物減価償却累計額 -5,684,235    未払金 -

        建物減損損失累計額 -    未払費用 -

        工作物 945,697    前受金 -

        工作物減価償却累計額 -429,367    前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -    賞与等引当金 38,936

        船舶 -    預り金 1,495

        船舶減価償却累計額 -    その他 5,604

        船舶減損損失累計額 -負債合計 4,519,859

        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 32,458,579

        浮標等減損損失累計額 -  余剰分（不足分） -4,147,587

        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 -

      インフラ資産 23,012,350

        土地 478,562

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 59,357,648

        工作物減価償却累計額 -36,920,929

        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 97,070

      物品 1,671,454

      物品減価償却累計額 -1,425,090

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,425

      ソフトウェア 3,425

      その他 -

    投資その他の資産 1,320,360

      投資及び出資金 83,634

        有価証券 13,414

        出資金 70,220

        その他 -

      長期延滞債権 6,734

      長期貸付金 -

      基金 1,218,535

        減債基金 600,733

        その他 617,802

      その他 11,500

      徴収不能引当金 -42

  流動資産 1,369,503

    現金預金 368,963

    未収金 3,312

    短期貸付金 -

    基金 997,231

      財政調整基金 997,231

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3

  繰延資産 -純資産合計 28,310,992

資産合計 32,830,851負債及び純資産合計 32,830,851

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

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

  経常費用 4,516,649

    業務費用 3,253,883

      人件費 519,950

        職員給与費 374,856

        賞与等引当金繰入額 38,936

        退職手当引当金繰入額 -58,207

        その他 164,365

      物件費等 2,700,053

        物件費 868,015

        維持補修費 301,204

        減価償却費 1,530,834

        その他 -

      その他の業務費用 33,880

        支払利息 18,753

        徴収不能引当金繰入額 45

        その他 15,082

    移転費用 1,262,766

      補助金等 1,181,175

      社会保障給付 72,703

      その他 8,888

  経常収益 257,613

    使用料及び手数料 112,921

    その他 144,692

純経常行政コスト 4,259,036

  臨時損失 80,000

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 80,000

    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 4,339,036



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 29,535,696 33,993,825 -4,458,129 -

  純行政コスト（△） -4,339,036 -4,339,036 -

  財源 3,114,331 3,114,331 -

    税収等 2,346,869 2,346,869 -

    国県等補助金 767,462 767,462 -

  本年度差額 -1,224,705 -1,224,705 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,535,246 1,535,246

    有形固定資産等の増加 362,826 -362,826

    有形固定資産等の減少 -1,544,737 1,544,737

    貸付金・基金等の増加 133,142 -133,142

    貸付金・基金等の減少 -486,477 486,477

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,224,705 -1,535,246 310,542 -

本年度末純資産残高 28,310,992 32,458,579 -4,147,587 -

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：全体会計 （単位：千円）

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 3,044,628

    業務費用支出 1,781,862

      人件費支出 579,575

      物件費等支出 1,178,535

      支払利息支出 18,753

      その他の支出 4,999

    移転費用支出 1,262,766

      補助金等支出 1,181,175

      社会保障給付支出 72,703

      その他の支出 8,888

  業務収入 3,262,172

    税収等収入 2,349,319

    国県等補助金収入 654,492

    使用料及び手数料収入 113,668

    その他の収入 144,692

  臨時支出 -

    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 217,543

【投資活動収支】

  投資活動支出 486,154

    公共施設等整備費支出 353,383

    基金積立金支出 132,771

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 515,377

    国県等補助金収入 111,251

    基金取崩収入 404,126

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 29,223

【財務活動収支】

  財務活動支出 381,729

    地方債等償還支出 381,729

    その他の支出 -

  財務活動収入 349,300

    地方債等発行収入 349,300

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 8,331

本年度歳計外現金増減額 -6,836

本年度末歳計外現金残高 1,495

本年度末現金預金残高 368,963

財務活動収支 -32,429

本年度資金収支額 214,337

前年度末資金残高 153,131

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 367,468


