
【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 21,132,078   固定負債 6,298,088

    有形固定資産 20,032,883     地方債等 5,443,906

      事業用資産 7,015,051     長期未払金 -

        土地 3,193,724     退職手当引当金 827,128

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 27,053

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 794,563

        建物 10,393,313     １年内償還予定地方債等 639,720

        建物減価償却累計額 -7,875,135     未払金 32,131

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,401,692     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -2,098,958     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 71,470

        船舶 -     預り金 19,051

        船舶減価償却累計額 -     その他 32,191

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,092,650

        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 21,476,181

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,902,918

        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 557

        その他減価償却累計額 -141

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 12,652,863

        土地 358,507

        土地減損損失累計額 -

        建物 38,966

        建物減価償却累計額 -14,098

        建物減損損失累計額 -

        工作物 38,225,001

        工作物減価償却累計額 -26,091,755

        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 136,243

      物品 1,484,028

      物品減価償却累計額 -1,119,059

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 91,257

      ソフトウェア 91,257

      その他 -

    投資その他の資産 1,007,938

      投資及び出資金 5,472

        有価証券 2,044

        出資金 3,428

        その他 -

      長期延滞債権 13,238

      長期貸付金 -

      基金 979,696

        減債基金 36,382

        その他 943,314

      その他 10,463

      徴収不能引当金 -930

  流動資産 533,835

    現金預金 163,694

    未収金 8,132

    短期貸付金 -

    基金 344,102

      財政調整基金 344,102

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 18,192

    徴収不能引当金 -286

  繰延資産 - 純資産合計 14,573,263

資産合計 21,665,913 負債及び純資産合計 21,665,913

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）

－５－



【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 6,148,220

    業務費用 3,170,490

      人件費 922,416

        職員給与費 801,997

        賞与等引当金繰入額 71,393

        退職手当引当金繰入額 6,562

        その他 42,464

      物件費等 2,164,717

        物件費 986,179

        維持補修費 40,760

        減価償却費 1,136,381

        その他 1,396

      その他の業務費用 83,357

        支払利息 52,919

        徴収不能引当金繰入額 923

        その他 29,514

    移転費用 2,977,730

      補助金等 1,601,455

      社会保障給付 1,361,274

      その他 15,001

  経常収益 516,178

    使用料及び手数料 163,176

    その他 353,002

純経常行政コスト 5,632,042

  臨時損失 52,387

    災害復旧事業費 39,469

    資産除売却損 7,091

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,828

  臨時利益 945

    資産売却益 945

    その他 -

純行政コスト 5,683,484

－６－



【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 15,051,036 22,180,476 -7,129,440 -

  純行政コスト（△） -5,683,484 -5,683,484 -

  財源 5,214,044 5,214,044 -

    税収等 3,318,595 3,318,595 -

    国県等補助金 1,895,449 1,895,449 -

  本年度差額 -469,440 -469,440 -

  固定資産等の変動（内部変動） -686,707 686,707

    有形固定資産等の増加 449,563 -449,563

    有形固定資産等の減少 -1,139,428 1,139,428

    貸付金・基金等の増加 150,444 -150,444

    貸付金・基金等の減少 -147,285 147,285

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 517 517

  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 -8,843 -17,489 8,645 -

  その他 -6 -617 610

  本年度純資産変動額 -477,773 -704,295 226,523 -

本年度末純資産残高 14,573,263 21,476,181 -6,902,918 -

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

－７－



【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 5,009,558

    業務費用支出 2,031,299

      人件費支出 899,165

      物件費等支出 1,030,671

      支払利息支出 52,919

      その他の支出 48,544

    移転費用支出 2,978,259

      補助金等支出 1,601,984

      社会保障給付支出 1,361,274

      その他の支出 15,001

  業務収入 5,529,798

    税収等収入 3,322,488

    国県等補助金収入 1,711,803

    使用料及び手数料収入 163,579

    その他の収入 331,929

  臨時支出 52,387

    災害復旧事業費支出 39,469

    その他の支出 12,918

  臨時収入 24,660

業務活動収支 492,513

【投資活動収支】

  投資活動支出 552,694

    公共施設等整備費支出 433,856

    基金積立金支出 118,838

    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 271,448

    国県等補助金収入 169,734

    基金取崩収入 96,875

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 3,992

    その他の収入 847

投資活動収支 -281,245

【財務活動収支】

  財務活動支出 670,380

    地方債等償還支出 635,004

    その他の支出 35,376

  財務活動収入 437,199

    地方債等発行収入 424,038

    その他の収入 13,161

財務活動収支 -233,182

本年度資金収支額 -21,914

前年度末資金残高 167,547

比例連結割合変更に伴う差額 -758

本年度末資金残高 144,875

前年度末歳計外現金残高 11,346

本年度歳計外現金増減額 7,473

本年度末歳計外現金残高 18,819

本年度末現金預金残高 163,694

－８－


