
【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 51,824,776　固定負債 14,458,595
　　有形固定資産 48,303,650　　地方債等 12,348,215
　　　事業用資産 33,259,242　　長期未払金 -
　　　　土地 24,173,071　　退職手当引当金 1,699,916
　　　　立木竹 22,773　　損失補償等引当金 408,526
　　　　建物 17,027,892　　その他 1,938
　　　　建物減価償却累計額 △9,347,309　流動負債 1,211,151
　　　　工作物 4,189,330　　1年内償還予定地方債等 960,027
　　　　工作物減価償却累計額 △2,906,046　　未払金 4,289
　　　　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 101,033
　　　　航空機 -　　預り金 61,089
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 84,713
　　　　その他 - 負債合計 15,669,746
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 99,530　固定資産等形成分 54,978,452
　　　インフラ資産 14,325,574　余剰分(不足分) △14,801,502
　　　　土地 4,416,830　他団体出資等分 -
　　　　建物 88,238
　　　　建物減価償却累計額 △10,390
　　　　工作物 23,945,246
　　　　工作物減価償却累計額 △14,229,819
　　　　その他 4,273
　　　　その他減価償却累計額 △43
　　　　建設仮勘定 111,240
　　　物品 1,317,080
　　　物品減価償却累計額 △598,246
　　無形固定資産 3,315
　　　ソフトウェア 3,091
　　　その他 225
　　投資その他の資産 3,517,811
　　　投資及び出資金 53,837
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 53,837
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 269,357
　　　長期貸付金 -
　　　基金 3,208,618
　　　　減債基金 -
　　　　その他 3,208,618
　　　その他 52
　　　徴収不能引当金 △14,053
　流動資産 4,021,920
　　現金預金 586,950
　　未収金 36,426
　　短期貸付金 56
　　基金 3,365,021
　　　財政調整基金 2,639,835
　　　減債基金 725,186
　　棚卸資産 6,706
　　その他 27,621
　　徴収不能引当金 △862
　繰延資産 - 純資産合計 40,176,950

資産合計 55,846,696 負債及び純資産合計 55,846,696



【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 10,572,358
　　業務費用 4,513,460
　　　人件費 1,522,167
　　　　職員給与費 1,224,762
　　　　賞与等引当金繰入額 100,972
　　　　退職手当引当金繰入額 95,700
　　　　その他 100,733
　　　物件費等 2,775,657
　　　　物件費 1,478,712
　　　　維持補修費 221,609
　　　　減価償却費 857,427
　　　　その他 217,910
　　　その他の業務費用 215,635
　　　　支払利息 95,138
　　　　徴収不能引当金繰入額 15,253
　　　　その他 105,244
　　移転費用 6,058,898
　　　補助金等 3,048,295
　　　社会保障給付 2,916,156
　　　その他 94,335
　経常収益 824,461
　　使用料及び手数料 303,283
　　その他 521,178
純経常行政コスト 9,747,897
　臨時損失 3,467
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 1
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 3,466
　臨時利益 5,875
　　資産売却益 2,647
　　その他 3,228
純行政コスト 9,745,488



【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 39,430,075 53,922,057 △14,491,982 -
　純行政コスト(△) △9,745,488 △9,745,488 -
　財源 10,531,316 10,531,316 -
　　税収等 6,704,005 6,704,005 -
　　国県等補助金 3,827,311 3,827,311 -
　本年度差額 785,828 785,828 -
　固定資産等の変動（内部変動） 1,089,888 △1,089,888
　　有形固定資産等の増加 1,655,587 △1,655,587
　　有形固定資産等の減少 △982,655 982,655
　　貸付金・基金等の増加 989,275 △989,275
　　貸付金・基金等の減少 △572,319 572,319
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 △37,112 △37,112
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　その他 484 6,669 △6,185
　本年度純資産変動額 749,200 1,059,444 △310,244 -
本年度末純資産残高 40,179,275 54,981,502 △14,802,227 -



【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 9,719,026
　　業務費用支出 3,565,459
　　　人件費支出 1,423,042
　　　物件費等支出 1,881,501
　　　支払利息支出 95,138
　　　その他の支出 165,778
　　移転費用支出 6,153,567
　　　補助金等支出 3,051,592
　　　社会保障給付支出 2,916,156
　　　その他の支出 185,707
　業務収入 11,064,889
　　税収等収入 6,697,460
　　国県等補助金収入 3,595,303
　　使用料及び手数料収入 303,689
　　その他の収入 468,437
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 17,300
業務活動収支 1,363,163
【投資活動収支】
　投資活動支出 2,404,547
　　公共施設等整備費支出 1,447,118
　　基金積立金支出 602,342
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 355,087
　　その他の支出 -
　投資活動収入 741,872
　　国県等補助金収入 214,708
　　基金取崩収入 169,445
　　貸付金元金回収収入 355,072
　　資産売却収入 2,647
　　その他の収入 -
投資活動収支 △1,662,674
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,701,790
　　地方債等償還支出 1,700,706
　　その他の支出 1,084
　財務活動収入 1,967,482
　　地方債等発行収入 1,967,482
　　その他の収入 -
財務活動収支 265,692
本年度資金収支額 △33,818
前年度末資金残高 570,365
比例連結割合変更に伴う差額 △10,216
本年度末資金残高 526,331

前年度末歳計外現金残高 58,971
本年度歳計外現金増減額 1,649
本年度末歳計外現金残高 60,619
本年度末現金預金残高 586,950
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