
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 25,445,837 固定負債 8,244,540

有形固定資産 23,237,065 地方債等 6,978,532
事業用資産 10,036,634 長期未払金 -

土地 3,253,683 退職手当引当金 708,219
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 15,659,276 その他 557,789
建物減価償却累計額 △ 9,182,747 流動負債 610,887
工作物 934,602 1年内償還予定地方債等 486,870
工作物減価償却累計額 △ 719,005 未払金 19,921
船舶 112 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 112 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 72,665
航空機 - 預り金 29,727
航空機減価償却累計額 - その他 1,704
その他 28,454 8,855,427
その他減価償却累計額 △ 22,064 【純資産の部】
建設仮勘定 84,436 固定資産等形成分 26,367,793

インフラ資産 12,912,936 余剰分（不足分） △ 7,446,502
土地 291,033 他団体出資等分 -
建物 4,642,657
建物減価償却累計額 △ 2,984,649
工作物 21,974,782
工作物減価償却累計額 △ 11,044,706
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 33,820

物品 1,205,539
物品減価償却累計額 △ 918,045

無形固定資産 8,160
ソフトウェア 7,166
その他 994

投資その他の資産 2,200,612
投資及び出資金 9,537

有価証券 4,903
出資金 3,634
その他 1,000

投資損失引当金 -
長期延滞債権 143,601
長期貸付金 11,641
基金 1,575,150

減債基金 -
その他 1,575,150

その他 468,914
徴収不能引当金 △ 8,231

流動資産 2,330,881
現金預金 1,324,435
未収金 73,112
短期貸付金 2,492
基金 919,464

財政調整基金 763,464
減債基金 156,000

棚卸資産 19,989
その他 183
徴収不能引当金 △ 8,795

繰延資産 - 18,921,292
27,776,719 27,776,719

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【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



連結 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

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

2

23,264

13,828

9,436

7,564,751

-

1,959,164

-

20,746

772,692

360,984

411,708

7,585,668

2,347

-

2,345

-

2,683,239

55,955

2,526,361

1,240,970

341,497

943,429

465

151,616

79,832

12,341

59,444

4,663,150

9,383

【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 金額

8,358,361

3,695,211

1,017,234

879,231

72,665



連結 （単位：千円）

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 25,988,765 △ 7,360,658 -

純行政コスト（△） △ 7,564,751 -

財源 6,757,440 -

税収等 4,405,205 -

国県等補助金 2,352,235 -

本年度差額 △ 807,311 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 224,578 224,578

有形固定資産等の増加 759,835 △ 759,835

有形固定資産等の減少 △ 892,882 892,882

貸付金・基金等の増加 424,343 △ 424,343

貸付金・基金等の減少 △ 515,874 515,874

資産評価差額 △ 862

無償所管換等 861

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 603,607 524,427

その他 1 △ 27,538

本年度純資産変動額 379,028 △ 85,843 -

本年度末純資産残高 26,367,793 △ 7,446,502 -18,921,292

861

-

-

1,128,034

△ 27,537

293,185

△ 862

18,628,107

△ 7,564,751

6,757,440

4,405,205

2,352,235

△ 807,311

【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 合計



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 6,900,177

業務費用支出 2,754,314

人件費支出 1,007,175

物件費等支出 1,623,671

支払利息支出 79,832

その他の支出 43,636

移転費用支出 4,145,863

補助金等支出 2,165,952

社会保障給付支出 1,959,164

他会計への繰出支出 -

その他の支出 20,746

業務収入 7,284,335

税収等収入 4,305,911

国県等補助金収入 2,323,156

使用料及び手数料収入 361,844

その他の収入 293,424

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 -

業務活動収支 384,159

【投資活動収支】

投資活動支出 988,886

公共施設等整備費支出 782,229

基金積立金支出 206,177

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 480

その他の支出 -

投資活動収入 530,778

国県等補助金収入 45,356

基金取崩収入 440,925

貸付金元金回収収入 3,122

資産売却収入 19,414

その他の収入 21,961

投資活動収支 △ 458,107

【財務活動収支】

財務活動支出 480,785

地方債等償還支出 478,359

その他の支出 2,427

財務活動収入 554,557

地方債等発行収入 554,557

その他の収入 -

財務活動収支 73,772

△ 4,447

1,287,985

比例連結割合変更に伴う差額 11,185

1,294,724

前年度末歳計外現金残高 24,571

本年度歳計外現金増減額 5,141

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末歳計外現金残高 29,712

本年度末現金預金残高 1,324,435

前年度末資金残高

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


