
【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 22,672,098 固定負債 7,032,965

有形固定資産 16,392,355 地方債 3,940,930
事業用資産 7,719,876 長期未払金 -                

土地 127,769 退職手当引当金 666,312
立木竹 1,115,829 損失補償等引当金 -                
建物 15,367,989 その他 2,425,723
建物減価償却累計額 -9,029,734 流動負債 955,948
工作物 178,375 1年内償還予定地方債 793,794
工作物減価償却累計額 -40,352 買掛金 1,383
船舶 -                未払金 114,542
船舶減価償却累計額 -                未払費用 -                
浮標等 -                前受金 180
浮標等減価償却累計額 -                前受収益 -                
航空機 -                賞与等引当金 39,654
航空機減価償却累計額 -                預り金 6,384
その他 -                その他 11
その他減価償却累計額 -                
建設仮勘定 -                

インフラ資産 8,278,228
土地 43,961
建物 720,665
建物減価償却累計額 -430,783
工作物 20,386,809
工作物減価償却累計額 -12,468,238
その他 -                負債合計 7,988,913
その他減価償却累計額 -                【純資産の部】
建設仮勘定 25,815 固定資産等形成分 24,382,482

物品 2,004,888 余剰分（不足分） -7,695,537
物品減価償却累計額 -1,610,637 他団体出資等分 -                

無形固定資産 105,413
ソフトウェア 130
その他 105,283

投資その他の資産 6,174,329
投資及び出資金 26,217

有価証券 884
出資金 9,337
その他 15,996

投資損失引当金 -                
長期延滞債権 13,144
長期貸付金 56,700
基金 4,774,363

減債基金 315,312
その他 4,459,051

その他 1,303,909
徴収不能引当金 -3

流動資産 2,003,760
現金預金 264,131
売掛金 1,708
未収金 24,030
短期貸付金 -                
基金 1,710,384

財政調整基金 1,710,384
減債基金 -                

棚卸資産 3,414
その他 92
徴収不能引当金 -                

純資産合計 16,686,944
資産合計 24,675,858 負債及び純資産合計 24,675,858

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 6,683,773

業務費用 3,470,090
人件費 1,071,536

職員給与費 920,596
賞与等引当金繰入額 12,329
退職手当引当金繰入額 103,600
その他 35,011

物件費等 2,341,431
物件費 1,368,190
維持補修費 85,933
減価償却費 887,149
その他 160

その他の業務費用 57,122
支払利息 21,818
徴収不能引当金繰入額 2
その他 35,303

移転費用 3,213,683
補助金等 2,179,406
社会保障給付 1,029,524
他会計への繰出金 -                
その他 4,754

経常収益 960,512
使用料及び手数料 361,666
その他 598,846

純経常行政コスト 5,723,261
【純行政コスト】

臨時損失 15,822
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 12,484
投資損失引当金繰入額 -                
損失補償等引当金繰入額 -                
その他 3,338

臨時利益 29,033
資産売却益 15,516
その他 13,517

純行政コスト 5,710,050

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 17,241,309 24,531,866 -7,290,557 -                
純行政コスト（△） -5,710,050 -5,710,050 -                
財源 4,971,672 4,971,672 -                

税収等 3,761,074 3,761,074 -                
国県等補助金 1,210,598 1,210,598 -                

本年度差額 -738,378 -738,378
固定資産等の変動（内部変動） -396,690 396,690

有形固定資産等の増加 726,042 -726,042
有形固定資産等の減少 -896,711 896,711
貸付金・基金等の増加 727,761 -727,761
貸付金・基金等の減少 -953,782 953,782

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 235,272 247,305 -12,032 -                
その他 -51,258 1 -51,259
本年度純資産変動額 -554,364 -149,385 -404,980 -                

本年度末純資産残高 16,686,944 24,382,482 -7,695,537 -                

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
他団体出資等分



【様式第4号】

（単位：千円）
金額

【業務活動収支】
業務支出 5,692,341

業務費用支出 2,479,254
人件費支出 967,587
物件費等支出 1,453,410
支払利息支出 21,818
その他の支出 36,440

移転費用支出 3,213,087
補助金等支出 2,179,406
社会保障給付支出 1,029,524
他会計への繰出支出 -                
その他の支出 4,158

業務収入 5,924,323
税収等収入 3,751,139
国県等補助金収入 1,502,687
使用料及び手数料収入 264,491
その他の収入 406,006

臨時支出 12,869
災害復旧事業費支出 -                
その他の支出 12,869

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

業務活動収支合計 219,113
【投資活動収支】

投資活動支出 1,025,662
公共施設等整備費支出 515,993
基金積立金支出 387,843
投資及び出資金支出 333
貸付金支出 121,493
その他の支出 -                

投資活動収入 1,142,910
国県等補助金収入 213,099
基金取崩収入 628,959
貸付金元金回収収入 133,033
資産売却収入 28,580
その他の収入 139,239

投資活動収支合計 117,248
【財務活動収支】

財務活動支出 956,524
地方債償還支出 956,524
その他の支出

財務活動収入 572,901
地方債発行収入 490,894
その他の収入 82,007

財務活動収支合計 -383,623
本年度資金収支額 -47,262
前年度末資金残高 306,081
比例連結割合変更に伴う差額 -785
本年度末資金残高 258,033

前年度末歳計外現金残高 5,166
本年度歳計外現金増減額 932
本年度末歳計外現金残高 6,098
本年度末現金預金残高 264,131

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


