
【様式第1号】
令和元年度 

連結貸借対照表
(令和02年03月31日現在)

(単位:円)
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 1,809,607,176　固定負債 307,199,366
　　有形固定資産 541,183,283　　地方債等 218,585,625
　　　事業用資産 293,155,421　　長期未払金 -
　　　　土地 -　　退職手当引当金 85,756,061
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 661,883,326　　その他 2,857,680
　　　　建物減価償却累計額 △397,032,305　流動負債 140,865,911
　　　　工作物 49,360,000　　1年内償還予定地方債等 74,589,881
　　　　工作物減価償却累計額 △22,705,600　　未払金 -
　　　　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 62,414,901
　　　　航空機 -　　預り金 50,889
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 3,810,240
　　　　その他 - 負債合計 448,065,277
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 1,650,000　固定資産等形成分 1,809,607,176
　　　インフラ資産 -　余剰分(不足分) △412,647,217
　　　　土地 -　他団体出資等分 -
　　　　建物 -
　　　　建物減価償却累計額 -
　　　　工作物 -
　　　　工作物減価償却累計額 -
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 -
　　　物品 841,663,994
　　　物品減価償却累計額 △593,636,132
　　無形固定資産 -
　　　ソフトウェア -
　　　その他 -
　　投資その他の資産 1,268,423,893
　　　投資及び出資金 -
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 -
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 -
　　　長期貸付金 -
　　　基金 90,543,589
　　　　減債基金 -
　　　　その他 90,543,589
　　　その他 1,177,880,304
　　　徴収不能引当金 -
　流動資産 35,418,060
　　現金預金 35,418,060
　　未収金 -
　　短期貸付金 -
　　基金 -
　　　財政調整基金 -
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 -
　繰延資産 - 純資産合計 1,396,959,959

資産合計 1,845,025,236 負債及び純資産合計 1,845,025,236



令和元年度 
【様式第2号】

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:円)
科目 金額

　経常費用 978,615,534
　　業務費用 960,407,057
　　　人件費 773,732,643
　　　　職員給与費 702,615,102
　　　　賞与等引当金繰入額 62,414,901
　　　　退職手当引当金繰入額 8,091,794
　　　　その他 610,846
　　　物件費等 185,597,683
　　　　物件費 101,076,395
　　　　維持補修費 7,761,736
　　　　減価償却費 76,152,070
　　　　その他 607,482
　　　その他の業務費用 1,076,731
　　　　支払利息 422,027
　　　　徴収不能引当金繰入額 -
　　　　その他 654,704
　　移転費用 18,208,477
　　　補助金等 17,324,586
　　　社会保障給付 -
　　　その他 883,891
　経常収益 6,175,203
　　使用料及び手数料 577,150
　　その他 5,598,053
純経常行政コスト 972,440,331
　臨時損失 1
　　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 -
　臨時利益 849,998
　　資産売却益 849,998
　　その他 -
純行政コスト 971,590,334



【様式第3号】
令和元年度 

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: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 1,352,257,210 1,791,732,040 △439,474,830 -
　純行政コスト(△) △971,590,334 △971,590,334 -
　財源 1,016,120,929 1,016,120,929 -
　　税収等 1,016,120,929 1,016,120,929 -
　　国県等補助金 - - -
　本年度差額 44,530,595 44,530,595 -
　固定資産等の変動（内部変動） 17,153,357 △17,153,357
　　有形固定資産等の増加 49,484,260 △49,484,260
　　有形固定資産等の減少 △76,152,073 76,152,073
　　貸付金・基金等の増加 46,812,664 △46,812,664
　　貸付金・基金等の減少 △2,991,494 2,991,494
　資産評価差額 163,834 163,834
　無償所管換等 - -
　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 8,320 557,945 △549,625 -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 44,702,749 17,875,136 26,827,613 -
本年度末純資産残高 1,396,959,959 1,809,607,176 △412,647,217 -



【様式第4号】
令和元年度 

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:円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 945,102,699
　　業務費用支出 875,321,127
　　　人件費支出 764,798,783
　　　物件費等支出 109,445,613
　　　支払利息支出 422,027
　　　その他の支出 654,704
　　移転費用支出 69,781,572
　　　補助金等支出 17,324,586
　　　社会保障給付支出 -
　　　その他の支出 52,456,986
　業務収入 1,023,146,132
　　税収等収入 1,016,120,929
　　国県等補助金収入 -
　　使用料及び手数料収入 577,150
　　その他の収入 6,448,053
　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 78,043,433
【投資活動収支】
　投資活動支出 52,639,924
　　公共施設等整備費支出 49,484,260
　　基金積立金支出 3,155,664
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 -
　　その他の支出 -
　投資活動収入 2,991,494
　　国県等補助金収入 -
　　基金取崩収入 2,991,494
　　貸付金元金回収収入 -
　　資産売却収入 -
　　その他の収入 -
投資活動収支 △49,648,430
【財務活動収支】
　財務活動支出 80,419,513
　　地方債等償還支出 76,609,273
　　その他の支出 3,810,240
　財務活動収入 45,700,000
　　地方債等発行収入 45,700,000
　　その他の収入 -
財務活動収支 △34,719,513
本年度資金収支額 △6,324,510
前年度末資金残高 41,872,242
比例連結割合変更に伴う差額 △180,561
本年度末資金残高 35,367,171

前年度末歳計外現金残高 372,276
本年度歳計外現金増減額 △321,387
本年度末歳計外現金残高 50,889
本年度末現金預金残高 35,418,060


