
【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 27,008,308   固定負債 3,923,823

    有形固定資産 23,972,269     地方債 3,313,800

      事業用資産 11,847,683     長期未払金 0

        土地 4,419,453     退職手当引当金 610,023

        立木竹 －     損失補償等引当金 －

        建物 15,835,352     その他 －

        建物減価償却累計額 △ 9,205,868   流動負債 434,442

        工作物 1,191,731     １年内償還予定地方債 365,847

        工作物減価償却累計額 △ 443,979     未払金 141

        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 68,409

        航空機 －     預り金 43

        航空機減価償却累計額 －     その他 3

        その他 762,911 負債合計 4,358,265

        その他減価償却累計額 △ 733,185 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,269   固定資産等形成分 27,992,729

      インフラ資産 11,961,892   余剰分（不足分） △ 4,072,279

        土地 1,384,659 　他団体出資等分 1,408

        建物 4,087,480

        建物減価償却累計額 △ 714,784

        工作物 19,216,334

        工作物減価償却累計額 △ 12,070,395

        その他 17,411

        その他減価償却累計額 △ 17,411

        建設仮勘定 58,597

      物品 586,348

      物品減価償却累計額 △ 423,653

    無形固定資産 15,936

      ソフトウェア 15,681

      その他 254

    投資その他の資産 3,020,104

      投資及び出資金 266,436

        有価証券 －

        出資金 266,436

        その他 －

      投資損失引当金 －

      長期延滞債権 15,450

      長期貸付金 28,122

      基金 2,710,553

        減債基金 414,541

        その他 2,296,012

      その他 －

      徴収不能引当金 △ 457

  流動資産 1,271,815

    現金預金 268,302

    未収金 10,133

    短期貸付金 2,843

    基金 981,578

      財政調整基金 981,578

      減債基金 －

    棚卸資産 9,519

    その他 －

    徴収不能引当金 △ 559 純資産合計 23,921,858

資産合計 28,280,123 負債及び純資産合計 28,280,123

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）

科目名 金額

  経常費用 4,907,726

    業務費用 3,978,471

      人件費 1,111,377

        職員給与費 982,047

        賞与等引当金繰入額 68,409

        退職手当引当金繰入額 0

        その他 60,921

      物件費等 2,816,466

        物件費 1,801,385

        維持補修費 96,477

        減価償却費 908,808

        その他 9,797

      その他の業務費用 50,628

        支払利息 29,489

        徴収不能引当金繰入額 768

        その他 20,371

    移転費用 929,255

      補助金等 835,988

      社会保障給付 75,202

      他会計への繰出金 －

      その他 18,065

  経常収益 582,448

    使用料及び手数料 408,900

    その他 173,548

純経常行政コスト 4,325,278

  臨時損失 7,846

    災害復旧事業費 －

    資産除売却損 7,846

    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 4,333,124

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



【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 24,080,734 27,190,309 △ 3,111,097 1,522

  純行政コスト（△） △ 4,333,124 △ 4,333,010 △ 114

  財源 4,558,197 4,558,197 －

    税収等 2,482,116 2,482,116 －

    国県等補助金 2,076,082 2,076,082 －

  本年度差額 225,073 225,188 △ 114

  固定資産等の変動（内部変動） 407,027 △ 407,027 －

    有形固定資産等の増加 1,160,161 △ 1,160,161 －

    有形固定資産等の減少 △ 917,069 917,069 －

    貸付金・基金等の増加 322,756 △ 322,756 －

    貸付金・基金等の減少 △ 158,821 158,821 －

  資産評価差額 － －

  無償所管換等 387 387

　他団体出資等分の増加 －

　他団体出資等分の減少 －

　比例連結割合に伴う差額 8,098 8,395 △ 296

  その他 △ 392,435 386,611 △ 779,046 －

  本年度純資産変動額 △ 158,876 802,420 △ 961,181 △ 114

本年度末純資産残高 23,921,858 27,992,729 △ 4,072,279 1,408

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）

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,928,620

    業務費用支出 2,999,365

      人件費支出 1,043,175

      物件費等支出 1,921,153

      支払利息支出 29,489

      その他の支出 5,548

    移転費用支出 929,255

      補助金等支出 835,988

      社会保障給付支出 75,202

      他会計への繰出支出 －

      その他の支出 18,065

  業務収入 4,648,257

    税収等収入 2,482,205

    国県等補助金収入 1,581,835

    使用料及び手数料収入 409,444

    その他の収入 174,773

  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 719,637

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,353,833

    公共施設等整備費支出 1,042,141

    基金積立金支出 308,092

    投資及び出資金支出 －

    貸付金支出 3,600

    その他の支出 －

  投資活動収入 643,497

    国県等補助金収入 494,247

    基金取崩収入 145,600

    貸付金元金回収収入 3,236

    資産売却収入 415

    その他の収入 －

投資活動収支 △ 710,336

【財務活動収支】

  財務活動支出 354,014

    地方債償還支出 354,014

    その他の支出 －

  財務活動収入 375,600

    地方債発行収入 375,600

    その他の収入 －

財務活動収支 21,586

本年度資金収支額 30,887

前年度末資金残高 237,374

比例連結割合に伴う差額 18

本年度末資金残高 268,279

前年度末歳計外現金残高 17

本年度歳計外現金増減額 6

本年度末歳計外現金残高 23

本年度末現金預金残高 268,302

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


