
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 41,024,253 固定負債 17,384,470

有形固定資産 38,957,750 地方債等 13,985,677
事業用資産 18,258,703 長期未払金 -

土地 3,831,083 退職手当引当金 2,412,661
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 28,842,951 その他 986,131
建物減価償却累計額 △ 15,574,619 流動負債 2,135,894
工作物 2,605,892 1年内償還予定地方債等 1,504,989
工作物減価償却累計額 △ 1,507,319 未払金 239,441
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 240,205
航空機 - 預り金 72,594
航空機減価償却累計額 - その他 78,666
その他 - 19,520,364
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 60,714 固定資産等形成分 41,921,760

インフラ資産 18,347,806 余剰分（不足分） △ 15,912,333
土地 1,444,960 他団体出資等分 18,696
建物 168,994
建物減価償却累計額 △ 70,599
工作物 34,891,421
工作物減価償却累計額 △ 19,405,619
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 1,318,649

物品 6,924,947
物品減価償却累計額 △ 4,573,707

無形固定資産 5,007
ソフトウェア 2,152
その他 2,855

投資その他の資産 2,061,496
投資及び出資金 140,256

有価証券 600
出資金 139,656
その他 -

長期延滞債権 243,312
長期貸付金 217,265
基金 1,460,826

減債基金 1,556
その他 1,459,270

その他 27,593
徴収不能引当金 △ 27,756

流動資産 4,524,234
現金預金 3,120,110
未収金 289,253
短期貸付金 46,472
基金 851,035

財政調整基金 750,468
減債基金 100,567

棚卸資産 174,984
その他 47,818
徴収不能引当金 △ 5,439

繰延資産 - 26,028,123
45,548,487 45,548,487

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（令和２年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：千円）

経常費用 22,258,179
業務費用 9,971,652

人件費 3,592,159
職員給与費 2,707,108
賞与等引当金繰入額 230,398
退職手当引当金繰入額 194,342
その他 460,312

物件費等 5,533,391
物件費 3,700,886
維持補修費 236,004
減価償却費 1,586,974
その他 9,528

その他の業務費用 846,103
支払利息 92,400
徴収不能引当金繰入額 32,923
その他 720,780

移転費用 12,286,527
補助金等 10,425,918
社会保障給付 1,235,241
その他 625,368

経常収益 3,167,537
使用料及び手数料 2,091,242
その他 1,076,296

純経常行政コスト 19,090,642
臨時損失 14,534

災害復旧事業費 -
資産除売却損 14,489
損失補償等引当金繰入額 -
その他 45

臨時利益 6,326
資産売却益 4,990
その他 1,336

純行政コスト 19,098,850

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



（単位：千円）

前年度末純資産残高 25,955,293 42,175,357 △ 16,220,063 0

純行政コスト（△） △ 19,098,850 △ 19,099,062 212

財源 19,031,906 19,031,453 453

税収等 12,018,101 12,017,768 333

国県等補助金 7,013,805 7,013,685 120

本年度差額 △ 66,944 △ 67,609 664

固定資産等の変動（内部変動） 179,433 △ 179,433

有形固定資産等の増加 1,596,376 △ 1,596,376

有形固定資産等の減少 △ 1,601,719 1,601,719

貸付金・基金等の増加 1,804,619 △ 1,804,619

貸付金・基金等の減少 △ 1,619,844 1,619,844

資産評価差額 △ 5,382 △ 5,382

無償所管換等 - -

他団体出資等分の増加 18,032 18,032

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 0 0

その他 127,123 △ 427,648 554,771

本年度純資産変動額 72,829 △ 253,597 307,730 18,696

本年度末純資産残高 26,028,123 41,921,760 △ 15,912,333 18,696

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 20,690,110

業務費用支出 8,397,202
人件費支出 3,531,982
物件費等支出 4,021,597
支払利息支出 92,400
その他の支出 751,224

移転費用支出 12,292,908
補助金等支出 10,432,371
社会保障給付支出 1,235,241
その他の支出 625,296

業務収入 21,770,213
税収等収入 12,015,396
国県等補助金収入 6,517,764
使用料及び手数料収入 2,163,652
その他の収入 1,073,401

臨時支出 45
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 45

臨時収入 1,336
業務活動収支 1,081,395
【投資活動収支】

投資活動支出 2,962,051
公共施設等整備費支出 1,519,597
基金積立金支出 1,187,153
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 255,302
その他の支出 -

投資活動収入 2,151,394
国県等補助金収入 455,623
基金取崩収入 1,275,122
貸付金元金回収収入 304,316
資産売却収入 5,159
その他の収入 111,173

投資活動収支 △ 810,657
【財務活動収支】

財務活動支出 1,571,480
地方債等償還支出 1,566,243
その他の支出 5,237

財務活動収入 1,503,886
地方債等発行収入 1,503,886
その他の収入 -

財務活動収支 △ 67,594
203,143

2,863,294
△ 6,450

3,059,987

前年度末歳計外現金残高 62,024
本年度歳計外現金増減額 △ 1,901
本年度末歳計外現金残高 60,123
本年度末現金預金残高 3,120,110

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
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


