
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産          19,756,819 　固定負債           6,245,709

　　有形固定資産          13,919,526 　　地方債           5,730,485

　　　事業用資産           5,136,632 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,238,467 　　退職手当引当金             515,224

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           9,534,423 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △5,963,448 　流動負債             707,748

　　　　工作物             942,302 　　1年内償還予定地方債             646,079

　　　　工作物減価償却累計額           △617,614 　　未払金                 216

　　　　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              52,257

　　　　航空機                  － 　　預り金               9,195

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他               1,040 負債合計           6,953,457

　　　　その他減価償却累計額                △83 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定               1,544 　固定資産等形成分          23,475,965

　　　インフラ資産           8,680,626 　余剰分（不足分）         △6,750,198

　　　　土地             141,624

　　　　建物             245,764

　　　　建物減価償却累計額               △442

　　　　工作物          19,446,108

　　　　工作物減価償却累計額        △11,213,025

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              60,596

　　　物品             663,041

　　　物品減価償却累計額           △560,772

　　無形固定資産              93,154

　　　ソフトウェア              92,020

　　　その他               1,134

　　投資その他の資産           5,744,139

　　　投資及び出資金             309,046

　　　　有価証券                  －

　　　　出資金             309,046

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権               5,880

　　　長期貸付金              39,090

　　　基金           5,391,117

　　　　減債基金           1,573,939

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）



　　　　その他           3,817,178

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金               △994

　流動資産           3,922,405

　　現金預金             200,862

　　未収金               2,841

　　短期貸付金               8,940

　　基金           3,710,206

　　　財政調整基金           3,710,206

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金               △445 純資産合計          16,725,767

資産合計          23,679,224 負債及び純資産合計          23,679,224



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      3,988,111

　業務費用                      2,462,548

　　人件費                      1,069,960

　　　職員給与費                        642,833

　　　賞与等引当金繰入額                         52,257

　　　退職手当引当金繰入額                         54,079

　　　その他                        320,791

　　物件費等                      1,356,366

　　　物件費                        798,670

　　　維持補修費                         58,838

　　　減価償却費                        498,858

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         36,222

　　　支払利息                         22,305

　　　徴収不能引当金繰入額                            738

　　　その他                         13,179

　移転費用                      1,525,564

　　補助金等                        857,441

　　社会保障給付                        253,314

　　他会計への繰出金                        405,272

　　その他                          9,537

経常収益                        271,061

　使用料及び手数料                         70,780

　その他                        200,281

純経常行政コスト                      3,717,051

臨時損失                        176,149

　災害復旧事業費                        176,149

　資産除売却損                              0

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益                             －

　資産売却益                             －

　その他                             －

純行政コスト                      3,893,200

一般会計等行政コスト計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日



（単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 15,594,505 22,839,717 △7,245,212

　純行政コスト（△） △3,893,200 △3,893,200

　財源 5,024,808 5,024,808

　　税収等 3,867,957 3,867,957

　　国県等補助金 1,156,851 1,156,851

　本年度差額 1,131,609 1,131,609

　固定資産等の変動（内部変動） 636,594 △636,594

　　有形固定資産等の増加 1,184,654 △1,184,654

　　有形固定資産等の減少 △498,858 498,858

　　貸付金・基金等の増加 384,340 △384,340

　　貸付金・基金等の減少 △433,541 433,541

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 △300 △300

　その他 △46 △46 －

　本年度純資産変動額 1,131,262 636,248 495,014

本年度末純資産残高 16,725,767 23,475,965 △6,750,198

一般会計等

一般会計等純資産変動計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

科目 合計





一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                      3,432,895

　　業務費用支出                      1,907,332

　　　人件費支出                      1,014,222

　　　物件費等支出                        857,508

　　　支払利息支出                         22,305

　　　その他の支出                         13,297

　　移転費用支出                      1,525,564

　　　補助金等支出                        857,441

　　　社会保障給付支出                        253,314

　　　他会計への繰出支出                        405,272

　　　その他の支出                          9,537

　業務収入                      4,647,437

　　税収等収入                      3,868,515

　　国県等補助金収入                        587,708

　　使用料及び手数料収入                         70,780

　　その他の収入                        120,434

　臨時支出                        176,149

　　災害復旧事業費支出                        176,149

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                      1,038,393

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      1,564,915

　　公共施設等整備費支出                      1,184,654

　　基金積立金支出                        374,802

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                          5,460

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                        998,289

　　国県等補助金収入                        569,143

　　基金取崩収入                        421,376

　　貸付金元金回収収入                          7,770

　　資産売却収入                             －

　　その他の収入                             －

投資活動収支                      △566,626

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,422,888

　　地方債償還支出                      1,422,888

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        899,315

　　地方債発行収入                        899,315

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △523,573

一般会計等資金収支計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日



本年度資金収支額                       △51,806

前年度末資金残高                        243,474

本年度末資金残高                        191,668

前年度末歳計外現金残高                          9,252

本年度歳計外現金増減額                           △57

本年度末歳計外現金残高                          9,195

本年度末現金預金残高                        200,862


