
【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 31,995,084  固定負債 4,246,912

    有形固定資産 30,564,915    地方債等 3,410,013

      事業用資産 7,276,196    長期未払金 45

        土地 2,232,252    退職手当引当金 747,978

        土地減損損失累計額 -    損失補償等引当金 -

        立木竹 -    その他 88,876

        立木竹減損損失累計額 -  流動負債 469,624

        建物 10,859,187    １年内償還予定地方債等 410,486

        建物減価償却累計額 -6,439,755    未払金 5,005

        建物減損損失累計額 -    未払費用 -

        工作物 1,194,997    前受金 -

        工作物減価償却累計額 -603,709    前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -    賞与等引当金 46,460

        船舶 -    預り金 1,863

        船舶減価償却累計額 -    その他 5,811

        船舶減損損失累計額 -負債合計 4,716,536

        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 33,088,555

        浮標等減損損失累計額 -  余剰分（不足分） -4,277,864

        航空機 -  他団体出資等分 21,258

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 69,567

        その他減価償却累計額 -64,468

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 28,125

      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 1,753,463

      物品減価償却累計額 -1,477,094

      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 1,426,744

      投資及び出資金 -65,768

        有価証券 13,414

        出資金 -79,486

        その他 304

      長期延滞債権 6,823

      長期貸付金 -

      基金 1,419,228

        減債基金 600,778

        その他 818,450

      その他 66,503

      徴収不能引当金 -42

  流動資産 1,553,401

    現金預金 441,452

    未収金 5,825

    短期貸付金 -

    基金 1,093,471

      財政調整基金 1,093,471

      減債基金 -

    棚卸資産 5,670

    その他 6,986

    徴収不能引当金 -3

  繰延資産 -純資産合計 28,831,949

資産合計 33,548,485負債及び純資産合計 33,548,485

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）

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 4,918,888

    業務費用 3,689,849

      人件費 742,937

        職員給与費 490,589

        賞与等引当金繰入額 46,460

        退職手当引当金繰入額 3,705

        その他 202,185

      物件費等 2,887,440

        物件費 930,360

        維持補修費 311,926

        減価償却費 1,572,508

        その他 72,645

      その他の業務費用 59,471

        支払利息 19,836

        徴収不能引当金繰入額 45

        その他 39,590

    移転費用 1,229,040

      補助金等 943,691

      社会保障給付 276,424

      その他 8,924

  経常収益 495,539

    使用料及び手数料 211,386

    その他 284,153

純経常行政コスト 4,423,349

  臨時損失 80,390

    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 390

  臨時利益 579

    資産売却益 -

    その他 579

純行政コスト 4,503,160



【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 30,084,808 34,646,724 -4,584,628 22,713

  純行政コスト（△） -4,503,160 -4,501,719 -1,441

  財源 3,264,876 3,264,876 -

    税収等 2,402,448 2,402,448 -

    国県等補助金 862,428 862,428 -

  本年度差額 -1,238,284 -1,236,843 -1,441

  固定資産等の変動（内部変動） -1,562,189 1,562,189

    有形固定資産等の増加 395,832 -395,832

    有形固定資産等の減少 -1,586,412 1,586,412

    貸付金・基金等の増加 143,898 -143,898

    貸付金・基金等の減少 -515,507 515,507

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 1 1

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 14 -14

  比例連結割合変更に伴う差額 -165 12,517 -12,682 -

  その他 -14,411 -8,498 -5,914

  本年度純資産変動額 -1,252,859 -1,558,169 306,764 -1,455

本年度末純資産残高 28,831,949 33,088,555 -4,277,864 21,258

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）

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 3,415,882

    業務費用支出 2,129,362

      人件費支出 741,623

      物件費等支出 1,323,189

      支払利息支出 19,836

      その他の支出 44,713

    移転費用支出 1,286,520

      補助金等支出 946,405

      社会保障給付支出 276,424

      その他の支出 63,691

  業務収入 3,650,906

    税収等収入 2,404,897

    国県等補助金収入 748,380

    使用料及び手数料収入 212,143

    その他の収入 285,487

  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 235,024

【投資活動収支】

  投資活動支出 525,537

    公共施設等整備費支出 385,563

    基金積立金支出 139,974

    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 539,304

    国県等補助金収入 112,331

    基金取崩収入 426,973

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 0

投資活動収支 13,767

【財務活動収支】

  財務活動支出 402,873

    地方債等償還支出 401,632

    その他の支出 1,242

  財務活動収入 349,915

    地方債等発行収入 349,915

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 8,963

本年度歳計外現金増減額 -7,256

本年度末歳計外現金残高 1,707

本年度末現金預金残高 441,452

財務活動収支 -52,959

本年度資金収支額 195,832

前年度末資金残高 244,768

比例連結割合変更に伴う差額 -855

本年度末資金残高 439,745


