
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          23,675,564 　固定負債           8,329,552

　　有形固定資産          17,376,732 　　地方債等           7,330,121

　　　事業用資産           7,158,984 　　長期未払金               9,622

　　　　土地           1,394,378 　　退職手当引当金             989,809

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物          12,333,995 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △7,215,336 　流動負債             953,818

　　　　工作物           2,049,964 　　1年内償還予定地方債等             739,725

　　　　工作物減価償却累計額         △1,461,027 　　未払金              41,733

　　　　船舶                  － 　　未払費用                  －

　　　　船舶減価償却累計額                  － 　　前受金               4,487

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  －

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金              99,486

　　　　航空機                  － 　　預り金              68,183

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                 204

　　　　その他              55,550 負債合計           9,283,370

　　　　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          27,685,301

　　　インフラ資産           9,850,073 　余剰分（不足分）         △8,968,030

　　　　土地             142,976 　他団体出資等分              89,238

　　　　建物           1,171,059

　　　　建物減価償却累計額            △40,203

　　　　工作物          19,756,599

　　　　工作物減価償却累計額        △11,240,955

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              60,596

　　　物品           1,443,040

　　　物品減価償却累計額         △1,075,365

　　無形固定資産             124,018

　　　ソフトウェア             122,809

　　　その他               1,209

　　投資その他の資産           6,174,814

　　　投資及び出資金             207,366

　　　　有価証券                 679

　　　　出資金             206,672

　　　　その他                  14

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              10,814

　　　長期貸付金              39,090

　　　基金           5,918,911

　　　　減債基金           1,573,939

　　　　その他           4,344,972

　　　その他                 248

　　　徴収不能引当金             △1,615

　流動資産           4,413,442

　　現金預金             306,216

　　未収金              84,761

　　短期貸付金               8,940

　　基金           4,000,797

　　　財政調整基金           4,000,797

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産               6,096

　　その他               7,709

　　徴収不能引当金             △1,077

　繰延資産                 873 純資産合計          18,806,510

資産合計          28,089,879 負債及び純資産合計          28,089,879

連結

連結貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）



連結

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      7,894,999

　業務費用                      4,438,446

　　人件費                      2,055,693

　　　職員給与費                      1,316,806

　　　賞与等引当金繰入額                         98,886

　　　退職手当引当金繰入額                         76,397

　　　その他                        563,605

　　物件費等                      2,281,762

　　　物件費                      1,207,751

　　　維持補修費                         95,664

　　　減価償却費                        686,673

　　　その他                        291,674

　　その他の業務費用                        100,990

　　　支払利息                         40,977

　　　徴収不能引当金繰入額                          1,044

　　　その他                         58,970

　移転費用                      3,456,553

　　補助金等                      3,181,137

　　社会保障給付                        254,655

　　他会計への繰出金                            163

　　その他                         20,599

経常収益                      1,255,031

　使用料及び手数料                        175,542

　その他                      1,079,489

純経常行政コスト                      6,639,968

臨時損失                        214,634

　災害復旧事業費                        176,149

　資産除売却損                          6,549

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                         31,936

臨時利益                         35,468

　資産売却益                          4,951

　その他                         30,517

純行政コスト                      6,819,134

連結行政コスト計算書
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） 他団体出資等分

前年度末純資産残高 17,374,633 26,601,630 △9,226,997 －

　純行政コスト（△） △6,819,134 △6,819,134 －

　財源 8,088,585 8,088,585 －

　　税収等 5,385,021 5,385,021 －

　　国県等補助金 2,703,564 2,703,564 －

　本年度差額 1,269,452 1,269,452 －

　固定資産等の変動（内部変動） －

　　有形固定資産等の増加 －

　　有形固定資産等の減少 －

　　貸付金・基金等の増加 －

　　貸付金・基金等の減少 －

　資産評価差額 －

　無償所管換等 △24,138

　他団体出資等分の増加 89,238 89,238

　他団体出資等分の減少 － －

　比例連結割合変更に伴う差額 66,003

　その他 31,322

　本年度純資産変動額 1,431,877 1,083,671 258,967 89,238

本年度末純資産残高 18,806,510 27,685,301 △8,968,030 89,238

科目 合計

連結

連結純資産変動計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日


