
（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 203,368,747   固定負債 93,326,893

    有形固定資産 187,573,589     地方債等 69,283,336

      事業用資産 68,602,366     長期未払金 -

        土地 21,821,420     退職手当引当金 5,838,187

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 18,205,370

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,296,464

        建物 118,309,450     １年内償還予定地方債等 6,233,696

        建物減価償却累計額 △ 75,066,323     未払金 76,247

        建物減損損失累計額 -     未払費用 28,834

        工作物 5,464,618     前受金 11,594

        工作物減価償却累計額 △ 3,084,321     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 613,515

        船舶 -     預り金 322,174

        船舶減価償却累計額 -     その他 10,403

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 100,623,357

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 209,275,457

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） △ 93,668,864

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 114,510

        その他減価償却累計額 △ 62,936

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,105,948

      インフラ資産 112,472,660

        土地 13,566,993

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,218,197

        建物減価償却累計額 △ 1,625,091

        建物減損損失累計額 -

        工作物 217,493,691

        工作物減価償却累計額 △ 120,589,710

        工作物減損損失累計額 -

        その他 133

        その他減価償却累計額 △ 133

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 408,579

      物品 18,706,033

      物品減価償却累計額 △ 12,207,471

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 8,171,468

      ソフトウェア 267,712

      その他 7,903,757

    投資その他の資産 7,623,690

      投資及び出資金 239,600

        有価証券 9,150

        出資金 230,450

        その他 -

      長期延滞債権 2,801,819

      長期貸付金 492,351

      基金 3,856,769

        減債基金 -

        その他 3,856,769

      その他 467,812

      徴収不能引当金 △ 234,662
  流動資産 12,859,152
    現金預金 5,552,233
    未収金 524,591
    短期貸付金 5,955
    基金 5,900,755
      財政調整基金 4,773,650
      減債基金 1,127,105
    棚卸資産 807,321
    その他 92,247
    徴収不能引当金 △ 23,951
  繰延資産 2,051 純資産合計 115,606,593
資産合計 216,229,950 負債及び純資産合計 216,229,950

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



（単位：千円）

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

  経常費用 63,411,507

    業務費用 30,661,534

      人件費 9,443,679

        職員給与費 7,178,375

        賞与等引当金繰入額 497,314

        退職手当引当金繰入額 466,020

        その他 1,301,970

      物件費等 19,434,545

        物件費 9,819,505

        維持補修費 523,912

        減価償却費 8,950,329

        その他 140,799

      その他の業務費用 1,783,310

        支払利息 800,100

        徴収不能引当金繰入額 253,999

        その他 729,210

    移転費用 32,749,974

      補助金等 16,137,300

      社会保障給付 6,611,987

      その他 9,979,694

  経常収益 11,518,296

    使用料及び手数料 9,250,924

    その他 2,267,372

純経常行政コスト 51,893,211

  臨時損失 43,110

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 31,294

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 11,816

  臨時利益 4,171

    資産売却益 1,866

    その他 2,304

純行政コスト 51,932,151



（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 119,367,982 214,065,846 △ 94,697,864 -

  純行政コスト（△） △ 51,932,151 △ 51,932,151 -

  財源 48,145,892 48,145,892 -

    税収等 27,004,635 27,004,635 -

    国県等補助金 21,141,257 21,141,257 -

  本年度差額 △ 3,786,259 △ 3,786,259 -

  固定資産等の変動（内部変動） △ 4,812,970 4,812,970

    有形固定資産等の増加 5,096,559 △ 5,096,559

    有形固定資産等の減少 △ 8,949,968 8,949,968

    貸付金・基金等の増加 932,844 △ 932,844

    貸付金・基金等の減少 △ 1,892,405 1,892,405

  資産評価差額 △ 7,980,194 △ 7,980,194

  無償所管換等 16,492 16,492

  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 5,828 5,938 △ 110 -

  その他 7,982,743 7,980,345 2,398

  本年度純資産変動額 △ 3,761,388 △ 4,790,389 1,029,000 -

本年度末純資産残高 115,606,593 209,275,457 △ 93,668,864 -

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



（単位：千円）

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 54,698,907
    業務費用支出 21,948,903
      人件費支出 9,622,710
      物件費等支出 10,803,202
      支払利息支出 800,100
      その他の支出 722,891
    移転費用支出 32,750,004
      補助金等支出 16,137,300
      社会保障給付支出 6,611,987
      その他の支出 9,979,724
  業務収入 57,644,991
    税収等収入 25,908,440
    国県等補助金収入 20,244,365
    使用料及び手数料収入 9,322,968
    その他の収入 2,169,217
  臨時支出 11,816
    災害復旧事業費支出 -
    その他の支出 11,816
  臨時収入 -
業務活動収支 2,934,268
【投資活動収支】

  投資活動支出 6,442,417
    公共施設等整備費支出 5,053,765
    基金積立金支出 702,373
    投資及び出資金支出 -
    貸付金支出 685,279
    その他の支出 1,000
  投資活動収入 3,395,349
    国県等補助金収入 1,065,539
    基金取崩収入 1,688,208
    貸付金元金回収収入 609,978
    資産売却収入 3,525
    その他の収入 28,099
投資活動収支 △ 3,047,068
【財務活動収支】

  財務活動支出 6,637,017
    地方債等償還支出 6,497,011
    その他の支出 140,007
  財務活動収入 6,779,344
    地方債等発行収入 6,278,954
    その他の収入 500,390

前年度末歳計外現金残高 283,657
本年度歳計外現金増減額 30,153
本年度末歳計外現金残高 313,809
本年度末現金預金残高 5,552,233

財務活動収支 142,327
本年度資金収支額 29,527
前年度末資金残高 5,208,904
比例連結割合変更に伴う差額 △ 7
本年度末資金残高 5,238,424


	貸借対照表(BS)
	行政コスト計算書(PL)
	純資産変動計算書(NW)
	資金収支計算書(CF)

