
【様式第1号】
平成31年度

連結貸借対照表
(令和02年03月31日現在)

(単位:千円)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 76,352,777　固定負債 28,086,126
　　有形固定資産 50,489,499　　地方債等 20,083,405
　　　事業用資産 36,291,324　　長期未払金 -
　　　　土地 14,354,860　　退職手当引当金 4,565,557
　　　　立木竹 79,335　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 46,844,827　　その他 3,437,164
　　　　建物減価償却累計額 △26,707,355　流動負債 2,871,342
　　　　工作物 4,731,930　　1年内償還予定地方債等 2,080,276
　　　　工作物減価償却累計額 △3,526,063　　未払金 184,297
　　　　船舶 -　　未払費用 5,023
　　　　船舶減価償却累計額 -　　前受金 3,383
　　　　浮標等 -　　前受収益 -
　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 192,480
　　　　航空機 -　　預り金 4,787
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 401,096
　　　　その他 183,845 負債合計 30,957,468
　　　　その他減価償却累計額 △142,652【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 472,596　固定資産等形成分 72,496,328
　　　インフラ資産 13,704,250　余剰分(不足分) △23,246,796
　　　　土地 768,961　他団体出資等分 -
　　　　建物 267,002
　　　　建物減価償却累計額 △124,350
　　　　工作物 28,121,512
　　　　工作物減価償却累計額 △15,359,833
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 30,959
　　　物品 2,050,999
　　　物品減価償却累計額 △1,557,074
　　無形固定資産 3,863,774
　　　ソフトウェア 36,496
　　　その他 3,827,278
　　投資その他の資産 21,999,504
　　　投資及び出資金 10,012
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 5,606
　　　　その他 16
　　　長期延滞債権 2,306,522
　　　長期貸付金 15,086
　　　基金 19,693,191
　　　　減債基金 5,408,779
　　　　その他 14,284,412
　　　その他 541
　　　徴収不能引当金 △25,846
　流動資産 3,854,223
　　現金預金 1,626,937
　　未収金 209,119
　　短期貸付金 11,047
　　基金 1,740,798
　　　財政調整基金 1,740,798
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 134,462
　　その他 136,299
　　徴収不能引当金 △4,438
　繰延資産 - 純資産合計 49,249,532

資産合計 80,207,000 負債及び純資産合計 80,207,000



【様式第2号】
平成31年度

連結行政コスト計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

　経常費用 21,039,901
　　業務費用 9,722,865
　　　人件費 2,652,764
　　　　職員給与費 1,989,077
　　　　賞与等引当金繰入額 197,455
　　　　退職手当引当金繰入額 9,858
　　　　その他 456,375
　　　物件費等 6,534,438
　　　　物件費 3,416,071
　　　　維持補修費 1,273,044
　　　　減価償却費 1,808,014
　　　　その他 37,309
　　　その他の業務費用 535,663
　　　　支払利息 173,176
　　　　徴収不能引当金繰入額 13,412
　　　　その他 349,075
　　移転費用 11,317,036
　　　補助金等 9,501,976
　　　社会保障給付 1,802,026
　　　その他 13,034
　経常収益 2,184,565
　　使用料及び手数料 956,592
　　その他 1,227,973
純経常行政コスト 18,855,336
　臨時損失 20,242
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 12,546
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 7,697
　臨時利益 10,898
　　資産売却益 10,898
　　その他 -
純行政コスト 18,864,680



【様式第3号】
平成31年度

連結純資産変動計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:千円)

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

前年度末純資産残高 45,252,251 75,809,357 △30,557,106 -
　純行政コスト(△) △18,864,680 △18,864,680 -
　財源 20,066,001 20,066,001 -
　　税収等 13,186,274 13,186,274 -
　　国県等補助金 6,879,727 6,879,727 -
　本年度差額 1,201,321 1,201,321 -
　固定資産等の変動（内部変動） 603,626 △603,626
　　有形固定資産等の増加 5,000,166 △5,000,166
　　有形固定資産等の減少 △4,022,836 4,022,836
　　貸付金・基金等の増加 1,850,652 △1,850,652
　　貸付金・基金等の減少 △2,224,356 2,224,356
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 10,123 10,123
　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 △1,325,584 - - -
　その他 4,111,421 △895,160 5,006,581
　本年度純資産変動額 3,997,281 △3,313,029 7,310,310 -
本年度末純資産残高 49,249,532 72,496,328 △23,246,796 -



【様式第4号】
平成31年度

連結資金収支計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 19,406,895
　　業務費用支出 8,092,557
　　　人件費支出 2,792,012
　　　物件費等支出 4,754,144
　　　支払利息支出 173,176
　　　その他の支出 373,224
　　移転費用支出 11,314,339
　　　補助金等支出 9,501,976
　　　社会保障給付支出 1,802,026
　　　その他の支出 10,337
　業務収入 21,107,153
　　税収等収入 13,144,596
　　国県等補助金収入 5,754,435
　　使用料及び手数料収入 966,369
　　その他の収入 1,241,754
　臨時支出 1,092
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 1,092
　臨時収入 22,786
業務活動収支 1,721,951
【投資活動収支】
　投資活動支出 5,083,792
　　公共施設等整備費支出 3,221,552
　　基金積立金支出 1,859,876
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 1,290
　　その他の支出 1,073
　投資活動収入 3,369,418
　　国県等補助金収入 1,122,593
　　基金取崩収入 2,177,448
　　貸付金元金回収収入 29,828
　　資産売却収入 24,844
　　その他の収入 14,705
投資活動収支 △1,714,373
【財務活動収支】
　財務活動支出 2,052,721
　　地方債等償還支出 2,052,509
　　その他の支出 212
　財務活動収入 2,643,868
　　地方債等発行収入 2,643,794
　　その他の収入 74
財務活動収支 591,147
本年度資金収支額 598,725
前年度末資金残高 752,256
比例連結割合変更に伴う差額 252,257
本年度末資金残高 1,603,237

前年度末歳計外現金残高 14,668
本年度歳計外現金増減額 9,032
本年度末歳計外現金残高 23,700
本年度末現金預金残高 1,626,937


