
【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 22,110,593   固定負債 7,982,913

    有形固定資産 21,367,350     地方債等 6,609,717

      事業用資産 4,945,769     長期未払金 -

        土地 787,043     退職手当引当金 5,775

        立木竹 -     損失補償等引当金 2,067

        建物 8,444,877     その他 1,365,355

        建物減価償却累計額 -4,905,520   流動負債 723,565

        工作物 436,366     １年内償還予定地方債等 622,489

        工作物減価償却累計額 -271,867     未払金 36,461

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 48,030

        航空機 -     預り金 981

        航空機減価償却累計額 -     その他 15,604

        その他 - 負債合計 8,706,479

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 454,869   固定資産等形成分 23,201,164

      インフラ資産 16,021,302   余剰分（不足分） -8,393,296

        土地 311,145   他団体出資等分 -

        建物 496,286

        建物減価償却累計額 -383,268

        工作物 39,939,869

        工作物減価償却累計額 -24,434,866

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 92,136

      物品 3,049,314

      物品減価償却累計額 -2,649,035

    無形固定資産 19,970

      ソフトウェア 19,970

      その他 -

    投資その他の資産 723,273

      投資及び出資金 96,476

        有価証券 50,843

        出資金 45,633

        その他 -

      長期延滞債権 19,989

      長期貸付金 -

      基金 607,916

        減債基金 -

        その他 607,916

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,109

  流動資産 1,403,753

    現金預金 278,738

    未収金 33,660

    短期貸付金 -

    基金 1,090,571

      財政調整基金 1,000,925

      減債基金 89,646

    棚卸資産 183

    その他 1,355

    徴収不能引当金 -754

  繰延資産 - 純資産合計 14,807,867

資産合計 23,514,346 負債及び純資産合計 23,514,346

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）

    資産売却益 2,397

    その他 1,851

純行政コスト 4,419,451

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 518

  臨時利益 4,248

  臨時損失 53,435

    災害復旧事業費 52,917

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 98,125

    その他 303,767

純経常行政コスト 4,370,264

      社会保障給付 198,140

      その他 3,079

  経常収益 401,892

        その他 35,470

    移転費用 1,729,304

      補助金等 1,528,085

      その他の業務費用 109,320

        支払利息 72,220

        徴収不能引当金繰入額 1,629

        維持補修費 87,241

        減価償却費 995,292

        その他 -

        その他 49,636

      物件費等 2,225,424

        物件費 1,142,891

        職員給与費 609,100

        賞与等引当金繰入額 47,955

        退職手当引当金繰入額 1,417

  経常費用 4,772,156

    業務費用 3,042,852

      人件費 708,108

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



【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 15,286,625 23,630,786 -8,344,161 -

  純行政コスト（△） -4,419,451 -4,419,451 -

  財源 3,944,061 3,944,061 -

    税収等 2,771,297 2,771,297 -

    国県等補助金 1,172,763 1,172,763 -

  本年度差額 -475,390 -475,390 -

  固定資産等の変動（内部変動） -426,255 426,255

    有形固定資産等の増加 599,838 -599,838

    有形固定資産等の減少 -990,029 990,029

    貸付金・基金等の増加 189,019 -189,019

    貸付金・基金等の減少 -225,084 225,084

  資産評価差額 -558 -558

  無償所管換等 -2,810 -2,810

  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 -478,758 -429,623 -49,135 -

本年度末純資産残高 14,807,867 23,201,164 -8,393,296 -

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）

前年度末歳計外現金残高 4,619

本年度歳計外現金増減額 -3,638

本年度末歳計外現金残高 981

本年度末現金預金残高 278,738

財務活動収支 288,010

本年度資金収支額 78,518

前年度末資金残高 199,240

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 277,757

    地方債等償還支出 620,273

    その他の支出 978

  財務活動収入 909,261

    地方債等発行収入 782,852

    その他の収入 126,409

    資産売却収入 2,397

    その他の収入 1,482

投資活動収支 -514,291

【財務活動収支】

  財務活動支出 621,251

    その他の支出 -

  投資活動収入 92,441

    国県等補助金収入 27,644

    基金取崩収入 60,660

    貸付金元金回収収入 258

  投資活動支出 606,731

    公共施設等整備費支出 586,872

    基金積立金支出 19,860

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 52,917

    その他の支出 518

  臨時収入 49,672

業務活動収支 304,798

【投資活動収支】

    税収等収入 2,635,943

    国県等補助金収入 1,061,266

    使用料及び手数料収入 79,085

    その他の収入 272,295

  臨時支出 53,435

    移転費用支出 1,729,304

      補助金等支出 1,528,085

      社会保障給付支出 198,140

      その他の支出 3,079

  業務収入 4,048,589

    業務費用支出 2,010,723

      人件費支出 703,953

      物件費等支出 1,207,396

      支払利息支出 72,220

      その他の支出 27,154

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 3,740,027


