
【様式第1号】

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 159,369   固定負債 62,221

    有形固定資産 156,932     地方債等 38,397

      事業用資産 52,848     長期未払金 158

        土地 22,225     退職手当引当金 5,071

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 1,166     その他 18,595

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 6,700

        建物 65,123     １年内償還予定地方債等 5,085

        建物減価償却累計額 -38,237     未払金 1,041

        建物減損損失累計額 -     未払費用 1

        工作物 3,438     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,548     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 492

        船舶 -     預り金 61

        船舶減価償却累計額 -     その他 20

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 68,922

        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 161,526

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -60,173

        航空機 -   他団体出資等分 2

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 0

        その他減価償却累計額 0

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 681

      インフラ資産 100,212

        土地 28,711

        土地減損損失累計額 -

        建物 2,016

        建物減価償却累計額 -782

        建物減損損失累計額 -

        工作物 142,651

        工作物減価償却累計額 -74,208

        工作物減損損失累計額 -

        その他 5

        その他減価償却累計額 -5

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,824

      物品 10,695

      物品減価償却累計額 -6,822

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 790

      ソフトウェア 47

      その他 742

    投資その他の資産 1,647

      投資及び出資金 -5,134

        有価証券 126

        出資金 -168

        その他 -5,091

      長期延滞債権 359

      長期貸付金 1,193

      基金 4,992

        減債基金 730

        その他 4,262

      その他 274

      徴収不能引当金 -37

  流動資産 10,907

    現金預金 5,096

    未収金 1,241

    短期貸付金 -

    基金 2,157

      財政調整基金 2,157

      減債基金 -

    棚卸資産 1,957

    その他 475

    徴収不能引当金 -20

  繰延資産 - 純資産合計 101,354

資産合計 170,276 負債及び純資産合計 170,276

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

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 40,461

    業務費用 21,203

      人件費 7,853

        職員給与費 6,075

        賞与等引当金繰入額 468

        退職手当引当金繰入額 460

        その他 851

      物件費等 12,566

        物件費 6,216

        維持補修費 426

        減価償却費 5,557

        その他 367

      その他の業務費用 785

        支払利息 372

        徴収不能引当金繰入額 55

        その他 358

    移転費用 19,257

      補助金等 6,142

      社会保障給付 13,078

      その他 37

  経常収益 6,786

    使用料及び手数料 4,251

    その他 2,534

純経常行政コスト 33,675

  臨時損失 395

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 29

    損失補償等引当金繰入額 363

    その他 2

  臨時利益 334

    資産売却益 2

    その他 332

純行政コスト 33,735



【様式第3号】

（単位：百万円）

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 102,179 163,721 -61,543 2

  純行政コスト（△） -33,735 -33,735 -

  財源 32,947 32,947 -

    税収等 21,371 21,371 -

    国県等補助金 11,576 11,576 -

  本年度差額 -788 -788 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,546 1,546

    有形固定資産等の増加 4,351 -4,351

    有形固定資産等の減少 -5,657 5,657

    貸付金・基金等の増加 1,377 -1,377

    貸付金・基金等の減少 -1,617 1,617

  資産評価差額 -57 -57

  無償所管換等 124 124

  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 -9 -1 -8 -

  その他 -95 -715 620

  本年度純資産変動額 -825 -2,195 1,370 -

本年度末純資産残高 101,354 161,526 -60,173 2

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：百万円）

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 34,445

    業務費用支出 15,422

      人件費支出 7,748

      物件費等支出 7,007

      支払利息支出 371

      その他の支出 296

    移転費用支出 19,023

      補助金等支出 5,911

      社会保障給付支出 13,078

      その他の支出 35

  業務収入 37,042

    税収等収入 20,364

    国県等補助金収入 11,226

    使用料及び手数料収入 4,232

    その他の収入 1,220

  臨時支出 0

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 0

  臨時収入 150

業務活動収支 2,747

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,654

    公共施設等整備費支出 4,000

    基金積立金支出 92

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 320

    その他の支出 242

  投資活動収入 1,870

    国県等補助金収入 877

    基金取崩収入 812

    貸付金元金回収収入 315

    資産売却収入 36

    その他の収入 -170

投資活動収支 -2,784

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,144

    地方債等償還支出 5,222

    その他の支出 -79

  財務活動収入 5,370

    地方債等発行収入 4,821

    その他の収入 549

前年度末歳計外現金残高 54

本年度歳計外現金増減額 -1

本年度末歳計外現金残高 54

本年度末現金預金残高 5,096

財務活動収支 226

本年度資金収支額 189

前年度末資金残高 4,858

比例連結割合変更に伴う差額 -5

本年度末資金残高 5,042


