
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 288,286,983 ※ 固定負債 74,253,248

有形固定資産 277,778,682 ※ 地方債等 53,464,229
事業用資産 111,859,051 長期未払金 -

土地 47,225,978 退職手当引当金 5,845,146
立木竹 2,775,161 損失補償等引当金 -
建物 127,557,819 その他 14,943,873
建物減価償却累計額 △ 73,481,198 流動負債 6,036,700
工作物 15,371,390 1年内償還予定地方債等 4,311,715
工作物減価償却累計額 △ 8,583,923 未払金 1,218,188
船舶 609 未払費用 11,224
船舶減価償却累計額 △ 609 前受金 363
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 431,368
航空機 - 預り金 2,351
航空機減価償却累計額 - その他 61,491
その他 11,292 80,289,948
その他減価償却累計額 △ 5,868 【純資産の部】
建設仮勘定 988,400 固定資産等形成分 299,647,678

インフラ資産 161,178,825 ※ 余剰分（不足分） △ 73,593,759
土地 4,351,451 他団体出資等分 △ 696,468
建物 5,127,067
建物減価償却累計額 △ 2,435,868
工作物 309,373,271
工作物減価償却累計額 △ 164,802,850
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 9,565,753

物品 14,815,519
物品減価償却累計額 △ 10,074,713

無形固定資産 9,479
ソフトウェア -
その他 9,479

投資その他の資産 10,498,822
投資及び出資金 477,926

有価証券 149,483
出資金 328,170
その他 273

長期延滞債権 173,954
長期貸付金 364,943
基金 9,491,209

減債基金 -
その他 9,491,209

その他 -
徴収不能引当金 △ 9,210

流動資産 17,360,416 ※

現金預金 4,461,141
未収金 1,707,284
短期貸付金 27,665
基金 11,097,876 ※

財政調整基金 7,243,974
減債基金 3,853,903

棚卸資産 55,607
その他 24,014
徴収不能引当金 △ 13,171

繰延資産 - 225,357,451
305,647,399 305,647,399

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

負債及び純資産合計
純資産合計

資産合計



（単位：千円）

経常費用 64,197,797 ※

業務費用 37,137,157 ※

人件費 7,163,765
職員給与費 5,886,636
賞与等引当金繰入額 427,650
退職手当引当金繰入額 25,937
その他 823,542

物件費等 27,300,125 ※

物件費 7,264,839
維持補修費 1,167,681
減価償却費 18,420,248
その他 447,356

その他の業務費用 2,673,267
支払利息 435,402
徴収不能引当金繰入額 7,324
その他 2,230,541

移転費用 27,060,640
補助金等 3,689,075
社会保障給付 23,279,814
他会計への繰出金 0
その他 91,751

経常収益 4,254,441
使用料及び手数料 1,904,407
その他 2,350,034

純経常行政コスト 59,943,356
臨時損失 3,223,925 ※

災害復旧事業費 3,039,746
資産除売却損 159,134
損失補償等引当金繰入額 -
その他 25,046

臨時利益 12,470
資産売却益 11,207
その他 1,263

純行政コスト 63,154,811

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 198,873,259 265,045,266 △ 70,392,963 △ 1,524,435

純行政コスト（△） △ 63,154,811 △ 63,154,811 0

財源 46,760,384 46,760,384 0

税収等 27,707,327 27,707,327 0

国県等補助金 19,053,057 19,053,057 0

本年度差額 △ 16,394,428 ※ △ 16,394,428 ※ 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 16,839,409 16,839,409

有形固定資産等の増加 8,457,289 △ 8,457,289

有形固定資産等の減少 △ 21,776,339 21,776,339

貸付金・基金等の増加 2,284,259 △ 2,284,259

貸付金・基金等の減少 △ 5,804,618 5,804,618

資産評価差額 △ 42,144 △ 42,144

無償所管換等 38,013,751 38,013,751

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 827,967 827,967

その他 4,079,046 7,724,824 △ 3,645,778

本年度純資産変動額 26,484,192 28,857,021 ※ △ 3,200,797 827,967

本年度末純資産残高 225,357,451 ※ 299,647,678 △ 73,593,759 ※ △ 696,468

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 45,986,674 ※

業務費用支出 18,926,034 ※

人件費支出 7,278,130
物件費等支出 8,406,409
支払利息支出 435,403
その他の支出 2,806,091

移転費用支出 27,060,640
補助金等支出 3,689,075
社会保障給付支出 23,279,814
他会計への繰出支出 0
その他の支出 91,751

業務収入 46,522,351
税収等収入 26,875,821
国県等補助金収入 16,008,044
使用料及び手数料収入 1,904,483
その他の収入 1,734,003

臨時支出 3,039,746
災害復旧事業費支出 3,039,746
その他の支出 -

臨時収入 2,044,945
業務活動収支 △ 459,124
【投資活動収支】

投資活動支出 9,669,094
公共施設等整備費支出 7,383,219
基金積立金支出 2,236,697
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 49,178
その他の支出 0

投資活動収入 7,006,366
国県等補助金収入 1,211,801
基金取崩収入 5,762,325
貸付金元金回収収入 42,319
資産売却収入 27,002
その他の収入 △ 37,081

投資活動収支 △ 2,662,728
【財務活動収支】

財務活動支出 4,028,090
地方債等償還支出 4,028,090
その他の支出 -

財務活動収入 6,034,100
地方債等発行収入 6,034,100
その他の収入 0

財務活動収支 2,006,010
△ 1,115,842

5,578,642
△ 2,958

4,459,842

前年度末歳計外現金残高 1,020
本年度歳計外現金増減額 279
本年度末歳計外現金残高 1,299
本年度末現金預金残高 4,461,141

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


