
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 103,019,219 固定負債 26,108,716
有形固定資産 94,505,302 地方債等 21,242,125

事業用資産 35,907,666 長期未払金 -
土地 15,246,223 退職手当引当金 3,075,334
立木竹 1,428,812 損失補償等引当金 199
建物 45,724,480 その他 1,791,058
建物減価償却累計額 △ 27,837,452 流動負債 3,158,493
工作物 3,014,399 1年内償還予定地方債等 2,672,292
工作物減価償却累計額 △ 1,695,437 未払金 61,668
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 278,158
航空機 - 預り金 37,817
航空機減価償却累計額 - その他 108,557
その他 - 29,267,209
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 26,643 固定資産等形成分 107,955,970

インフラ資産 55,623,418 余剰分（不足分） △ 26,874,136
土地 3,891,067 他団体出資等分 15,175
建物 814,350
建物減価償却累計額 △ 371,687
工作物 105,391,070
工作物減価償却累計額 △ 54,676,559
その他 738
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 574,440

物品 13,477,817
物品減価償却累計額 △ 10,503,599

無形固定資産 316,521
ソフトウェア 11,994
その他 304,527

投資その他の資産 8,197,395
投資及び出資金 184,627

有価証券 -
出資金 184,627
その他 -

長期延滞債権 159,412
長期貸付金 27,649
基金 7,840,745

減債基金 -
その他 7,840,745

その他 -
徴収不能引当金 △ 15,038

流動資産 7,344,999
現金預金 2,209,149
未収金 191,521
短期貸付金 1,327
基金 4,935,424

財政調整基金 4,570,268
減債基金 365,156

棚卸資産 17,519
その他 50
徴収不能引当金 △ 9,992

繰延資産 - 81,097,009

110,364,218 110,364,218

【様式第１号】

連結貸借対照表
（令和　２年　３月３１日現在）

科目 科目

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

金額

経常費用 24,859,269

業務費用 12,729,410

人件費 4,225,270

職員給与費 3,311,709

賞与等引当金繰入額 278,086

退職手当引当金繰入額 △ 112,156

その他 747,631

物件費等 8,077,481

物件費 3,095,044

維持補修費 935,145

減価償却費 3,972,932

その他 74,360

その他の業務費用 426,660

支払利息 173,103

徴収不能引当金繰入額 8,132

その他 245,425

移転費用 12,129,859

補助金等 11,596,907

社会保障給付 482,532

その他 50,420

経常収益 2,961,728

使用料及び手数料 1,374,037

その他 1,587,690

純経常行政コスト 21,897,542

臨時損失 257,772

災害復旧事業費 99,446

資産除売却損 157,672

損失補償等引当金繰入額 -

その他 654

臨時利益 5,487

資産売却益 5,228

その他 259

純行政コスト 22,149,826

【様式第２号】

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



（単位：千円）

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 82,703,856 110,716,276 △ 28,032,759 20,339

純行政コスト（△） △ 22,149,826 △ 22,147,891 △ 1,936

財源 20,949,513 20,949,513 -

税収等 13,419,982 13,419,982 -

国県等補助金 7,529,532 7,529,532 -

本年度差額 △ 1,200,313 △ 1,198,377 △ 1,936

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,356,480 2,356,480

有形固定資産等の増加 1,653,408 △ 1,653,408

有形固定資産等の減少 △ 4,195,982 4,195,982

貸付金・基金等の増加 416,541 △ 416,541

貸付金・基金等の減少 △ 230,447 230,447

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 559,329 △ 559,329

他団体出資等分の増加 - - -

他団体出資等分の減少 - 3,229 △ 3,229

比例連結割合変更に伴う差額 136,974 155,502 △ 18,528 -

その他 15,821 - 15,821

本年度純資産変動額 △ 1,606,847 △ 2,760,306 1,158,624 △ 5,164

本年度末純資産残高 81,097,009 107,955,970 △ 26,874,136 15,175

【様式第３号】

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



（単位：千円）（単位：千円）

金額

【業務活動収支】

業務支出 20,953,331
業務費用支出 8,823,472

人件費支出 4,265,473
物件費等支出 4,139,204
支払利息支出 173,103
その他の支出 245,692

移転費用支出 12,129,859
補助金等支出 11,596,907
社会保障給付支出 482,532
その他の支出 50,420

業務収入 23,392,874
税収等収入 13,384,068
国県等補助金収入 7,101,836
使用料及び手数料収入 1,323,862
その他の収入 1,583,108

臨時支出 100,100
災害復旧事業費支出 99,446
その他の支出 654

臨時収入 62,620
業務活動収支 2,402,063
【投資活動収支】

投資活動支出 1,779,017
公共施設等整備費支出 1,523,059
基金積立金支出 253,212
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 2,746
その他の支出 -

投資活動収入 529,336
国県等補助金収入 345,055
基金取崩収入 64,671
貸付金元金回収収入 1,763
資産売却収入 93,164
その他の収入 24,684

投資活動収支 △ 1,249,681
【財務活動収支】

財務活動支出 2,650,660
地方債償還支出 2,547,495
その他の支出 103,165

財務活動収入 1,311,346
地方債発行収入 1,311,346
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,339,314
△ 186,931
2,362,343

比例連結割合変更に伴う差額 △ 3,851
2,171,561

前年度末歳計外現金残高 58,409
本年度歳計外現金増減額 △ 20,820
本年度末歳計外現金残高 37,589
本年度末現金預金残高 2,209,149

前年度末資金残高

本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

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


