
【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 23,505,789   固定負債 8,756,480

    有形固定資産 22,325,369     地方債等 6,846,049

      事業用資産 5,836,912     長期未払金 -

        土地 841,016     退職手当引当金 497,682

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,803,629     その他 1,412,749

        建物減価償却累計額 -5,479,519   流動負債 803,669

        工作物 658,259     １年内償還予定地方債等 669,873

        工作物減価償却累計額 -442,710     未払金 56,639

        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 59,686

        航空機 -     預り金 1,360

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,110

        その他 1,192 負債合計 9,560,149

        その他減価償却累計額 -47 【純資産の部】

        建設仮勘定 455,093   固定資産等形成分 24,598,961

      インフラ資産 16,021,302   余剰分（不足分） -9,045,537

        土地 311,145   他団体出資等分 24,319

        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 3,257,723

      物品減価償却累計額 -2,790,568

    無形固定資産 20,393

      ソフトウェア 19,987

      その他 405

    投資その他の資産 1,160,028

      投資及び出資金 37,736

        有価証券 2,093

        出資金 35,643

        その他 -

      長期延滞債権 20,110

      長期貸付金 -

      基金 1,103,291

        減債基金 -

        その他 1,103,291

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,109

  流動資産 1,632,103

    現金預金 483,239

    未収金 44,866

    短期貸付金 1,425

    基金 1,091,747

      財政調整基金 1,002,101

      減債基金 89,646

    棚卸資産 2,972

    その他 8,684

    徴収不能引当金 -830

  繰延資産 - 純資産合計 15,577,743

資産合計 25,137,892 負債及び純資産合計 25,137,892

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）

    資産売却益 2,420

    その他 1,851

純行政コスト 5,469,073

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,250

  臨時利益 4,272

  臨時損失 55,501

    災害復旧事業費 52,917

    資産除売却損 1,334

    使用料及び手数料 233,963

    その他 424,180

純経常行政コスト 5,417,844

      社会保障給付 198,140

      その他 8,284

  経常収益 658,143

        その他 61,805

    移転費用 2,556,578

      補助金等 2,350,151

      その他の業務費用 138,812

        支払利息 75,378

        徴収不能引当金繰入額 1,629

        維持補修費 97,328

        減価償却費 1,063,827

        その他 -

        その他 51,124

      物件費等 2,441,583

        物件費 1,280,428

        職員給与費 830,459

        賞与等引当金繰入額 53,470

        退職手当引当金繰入額 3,962

  経常費用 6,075,987

    業務費用 3,519,409

      人件費 939,014

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：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 16,041,808 25,083,894 -9,063,901 21,814

  純行政コスト（△） -5,469,073 -5,471,578 2,505

  財源 5,007,477 5,007,477 -

    税収等 3,235,817 3,235,817 -

    国県等補助金 1,771,659 1,771,659 -

  本年度差額 -461,596 -464,101 2,505

  固定資産等の変動（内部変動） -474,117 474,117

    有形固定資産等の増加 613,918 -613,918

    有形固定資産等の減少 -1,052,490 1,052,490

    貸付金・基金等の増加 206,339 -206,339

    貸付金・基金等の減少 -241,884 241,884

  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 899 -7,449 8,348 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -464,065 -484,933 18,364 2,505

本年度末純資産残高 15,577,743 24,598,961 -9,045,537 24,319

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）

前年度末歳計外現金残高 4,949

本年度歳計外現金増減額 -3,702

本年度末歳計外現金残高 1,247

本年度末現金預金残高 483,239

財務活動収支 258,552

本年度資金収支額 95,872

前年度末資金残高 386,482

比例連結割合変更に伴う差額 -362

本年度末資金残高 481,991

    地方債等償還支出 674,525

    その他の支出 978

  財務活動収入 934,056

    地方債等発行収入 788,830

    その他の収入 145,226

    資産売却収入 2,420

    その他の収入 10,602

投資活動収支 -519,046

【財務活動収支】

  財務活動支出 675,504

    その他の支出 -

  投資活動収入 124,097

    国県等補助金収入 33,492

    基金取崩収入 73,265

    貸付金元金回収収入 4,317

  投資活動支出 643,144

    公共施設等整備費支出 606,282

    基金積立金支出 36,862

    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 813

  臨時収入 49,672

業務活動収支 356,365

【投資活動収支】

    税収等収入 3,072,536

    国県等補助金収入 1,654,904

    使用料及び手数料収入 214,923

    その他の収入 391,915

  臨時支出 53,730

    移転費用支出 2,555,929

      補助金等支出 2,350,151

      社会保障給付支出 198,140

      その他の支出 7,634

  業務収入 5,334,278

    業務費用支出 2,417,926

      人件費支出 934,076

      物件費等支出 1,354,983

      支払利息支出 75,378

      その他の支出 53,490

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 4,973,855


