
【様式第1号】

（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 439,794,352   固定負債 130,534,518

    有形固定資産 421,662,655     地方債等 76,798,365

      事業用資産 146,002,071     長期未払金 659,991

        土地 62,731,894     退職手当引当金 10,564,110

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 142,385,002     その他 42,512,052

        建物減価償却累計額 -75,681,669   流動負債 14,284,266

        工作物 23,286,189     １年内償還予定地方債等 7,487,171

        工作物減価償却累計額 -7,823,355     未払金 4,357,682

        船舶 -     未払費用 26,044

        船舶減価償却累計額 -     前受金 197

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,300,140

        航空機 -     預り金 914,039

        航空機減価償却累計額 -     その他 198,993

        その他 676,477 負債合計 144,818,784

        その他減価償却累計額 -83,029 【純資産の部】

        建設仮勘定 510,563   固定資産等形成分 448,093,753

      インフラ資産 271,133,176   余剰分（不足分） -119,001,655

        土地 148,333,476   他団体出資等分 -595,250

        建物 4,720,684

        建物減価償却累計額 -1,942,805

        工作物 171,945,207

        工作物減価償却累計額 -55,457,580

        その他 6,181,119

        その他減価償却累計額 -3,971,607

        建設仮勘定 1,324,682

      物品 15,237,968

      物品減価償却累計額 -10,710,561

    無形固定資産 3,556,456

      ソフトウェア 225,286

      その他 3,331,170

    投資その他の資産 14,575,242

      投資及び出資金 537,671

        有価証券 300,000

        出資金 237,671

        その他 -

      長期延滞債権 411,398

      長期貸付金 117,632

      基金 13,090,536

        減債基金 40,074

        その他 13,050,461

      その他 518,313

      徴収不能引当金 -100,308

  流動資産 33,521,280

    現金預金 16,474,601

    未収金 3,700,523

    短期貸付金 -

    基金 8,299,401

      財政調整基金 8,299,401

      減債基金 -

    棚卸資産 3,826,341

    その他 1,358,151

    徴収不能引当金 -137,738

  繰延資産 - 純資産合計 328,496,848

資産合計 473,315,632 負債及び純資産合計 473,315,632

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 23,933

    その他 8,901

純行政コスト 101,718,317

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 75,617

  臨時利益 32,834

  臨時損失 1,779,222

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,703,605

    使用料及び手数料 19,787,983

    その他 5,317,631

純経常行政コスト 99,971,929

      社会保障給付 44,448,011

      その他 2,212,599

  経常収益 25,105,614

        その他 1,588,397

    移転費用 69,055,729

      補助金等 22,395,118

      その他の業務費用 2,188,020

        支払利息 436,314

        徴収不能引当金繰入額 163,309

        維持補修費 1,692,227

        減価償却費 9,671,261

        その他 2,207,961

        その他 3,988,584

      物件費等 33,899,969

        物件費 20,328,521

        職員給与費 13,851,583

        賞与等引当金繰入額 1,205,115

        退職手当引当金繰入額 888,544

  経常費用 125,077,543

    業務費用 56,021,814

      人件費 19,933,825

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】

（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 358,679,652 449,677,441 -91,288,288 290,498

  純行政コスト（△） -101,718,317 -100,832,569 -885,748

  財源 103,798,029 103,798,029 -

    税収等 61,035,173 61,035,173 -

    国県等補助金 42,762,857 42,762,857 -

  本年度差額 2,079,712 2,965,460 -885,748

  固定資産等の変動（内部変動） -2,924,378 2,924,378

    有形固定資産等の増加 12,549,070 -12,549,070

    有形固定資産等の減少 -13,814,081 13,814,081

    貸付金・基金等の増加 3,334,391 -3,334,391

    貸付金・基金等の減少 -4,993,758 4,993,758

  資産評価差額 -768 -768

  無償所管換等 111,716 111,716

  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 5,967 27 5,940 -

  その他 -32,379,431 1,229,715 -33,609,146

  本年度純資産変動額 -30,182,804 -1,583,688 -27,713,368 -885,748

本年度末純資産残高 328,496,848 448,093,753 -119,001,655 -595,250

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 771,125

本年度歳計外現金増減額 125,023

本年度末歳計外現金残高 896,148

本年度末現金預金残高 16,474,599

財務活動収支 -2,013,554

本年度資金収支額 2,076,031

前年度末資金残高 13,503,504

比例連結割合変更に伴う差額 -1,084

本年度末資金残高 15,578,451

    地方債等償還支出 8,234,803

    その他の支出 70,559

  財務活動収入 6,291,808

    地方債等発行収入 6,017,181

    その他の収入 274,626

    資産売却収入 1,362,191

    その他の収入 266,965

投資活動収支 -6,140,023

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,305,361

    その他の支出 2,459

  投資活動収入 8,311,746

    国県等補助金収入 2,201,530

    基金取崩収入 3,576,357

    貸付金元金回収収入 904,703

  投資活動支出 14,451,768

    公共施設等整備費支出 11,230,549

    基金積立金支出 2,118,560

    投資及び出資金支出 200,000

    貸付金支出 900,200

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 75,617

  臨時収入 8,768

業務活動収支 10,229,608

【投資活動収支】

    税収等収入 58,981,089

    国県等補助金収入 41,126,288

    使用料及び手数料収入 19,632,795

    その他の収入 5,300,924

  臨時支出 75,617

    移転費用支出 69,055,729

      補助金等支出 22,395,118

      社会保障給付支出 44,448,011

      その他の支出 2,212,599

  業務収入 125,041,097

    業務費用支出 45,688,911

      人件費支出 19,968,789

      物件費等支出 24,042,414

      支払利息支出 436,314

      その他の支出 1,241,395

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 114,744,639


