
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,287,611 固定負債 6,433,415
有形固定資産 12,989,891 地方債等 5,717,859
事業用資産 1,733,947 長期未払金 -
土地 - 退職手当引当金 725,290
立木竹 1,032,896 損失補償等引当金 -
建物 955,544 その他 △ 9,734
建物減価償却累計額 △ 687,401 流動負債 547,799
工作物 880,306 １年内償還予定地方債等 519,721
工作物減価償却累計額 △ 447,399 未払金 3
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 28,075
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 6,981,214
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 14,827,707

インフラ資産 10,969,450 余剰分（不足分） △ 3,523,333
土地 716,202 他団体出資等分 -

建物 5,334,554

建物減価償却累計額 △ 2,614,387

工作物 19,213,357

工作物減価償却累計額 △ 12,253,975

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 573,699

物品 526,614

物品減価償却累計額 △ 240,120

無形固定資産 6,355

ソフトウェア 6,355

その他 -

投資その他の資産 291,364

投資及び出資金 23,267

有価証券 11,832

出資金 11,435

その他 -

長期延滞債権 5,087

長期貸付金 △ 9,780

基金 272,790

減債基金 401

その他 272,389

その他 -

徴収不能引当金 -

流動資産 4,997,978

現金預金 922,797

未収金 2,148

短期貸付金 -

基金 1,545,183

財政調整基金 878,163

減債基金 667,019

棚卸資産 △ 18,284

その他 2,546,134

徴収不能引当金 -

繰延資産 - 11,304,374

18,285,588 18,285,588

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 3,754,540
業務費用 2,157,214
人件費 610,266
職員給与費 577,108
賞与等引当金繰入額 6,191
退職手当引当金繰入額 150
その他 26,817

物件費等 1,500,140
物件費 760,618
維持補修費 168,856
減価償却費 551,174
その他 19,492

その他の業務費用 46,807
支払利息 34,843
徴収不能引当金繰入額 -
その他 11,964

移転費用 1,597,326
補助金等 1,348,778
社会保障給付 235,473
その他 6,119

経常収益 431,169
使用料及び手数料 178,484
その他 252,685

純経常行政コスト 3,323,371
臨時損失 -
災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト 3,323,371

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 11,794,232 14,758,850 △ 2,964,618 -
純行政コスト（△） △ 3,323,371 △ 3,323,371 -
財源 3,218,325 3,218,325 -
税収等 2,664,786 2,664,786 -
国県等補助金 553,538 553,538 -

本年度差額 △ 105,046 △ 105,046 -
固定資産の変動（内部変動） 68,496 △ 68,496
有形固定資産等の増加 742,814 △ 742,814
有形固定資産等の減少 △ 516,652 516,652
貸付金・基金等の増加 175,705 △ 175,705
貸付金・基金等の減少 △ 333,372 333,372

資産評価差額 - -
無償所管換等 360 360
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 △ 385,172 △ 385,172
本年度純資産変動額 △ 489,858 68,856 △ 558,714 -
本年度末純資産残高 11,304,374 14,827,707 △ 3,523,333 -

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）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 3,202,632
業務費用支出 1,605,306
人件費支出 609,786
物件費等支出 955,775
支払利息支出 34,843
その他の支出 4,902

移転費用支出 1,597,326
補助金等支出 1,348,778
社会保障給付支出 235,473
その他の支出 6,119

業務収入 3,407,212
税収等収入 2,666,009
国県等補助金収入 305,902
使用料及び手数料収入 178,362
その他の収入 256,940

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 65,703
業務活動収支 270,283
【投資活動収支】
投資活動支出 960,323
公共施設等整備費支出 768,275
基金積立金支出 163,391
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 28,657
その他の支出 -

投資活動収入 547,265
国県等補助金収入 181,771
基金取崩収入 319,447
貸付金元金回収収入 25,678
資産売却収入 7,191
その他の収入 13,178

投資活動収支 △ 413,058
【財務活動収支】
財務活動支出 427,572
地方債等償還支出 422,706
その他の支出 4,866

財務活動収入 777,651
地方債等発行収入 777,651
その他の収入 -

財務活動収支 350,079
本年度資金収支額 207,305
前年度末資金残高 715,492
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 922,797

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 922,797

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


