
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          21,238,895 　固定負債           7,883,396

　　有形固定資産          15,357,073 　　地方債等           7,276,747

　　　事業用資産           5,345,294 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,241,686 　　退職手当引当金             606,649

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           9,629,242 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △6,062,589 　流動負債             790,095

　　　　工作物           1,775,023 　　1年内償還予定地方債等             724,236

　　　　工作物減価償却累計額         △1,240,569 　　未払金                 431

　　　　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              56,234

　　　　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           8,673,491

　　　　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          25,106,314

　　　インフラ資産           9,901,372 　余剰分（不足分）         △8,458,759

　　　　土地             142,976 　他団体出資等分                  －

　　　　建物           1,231,171

　　　　建物減価償却累計額            △40,203

　　　　工作物          19,747,531

　　　　工作物減価償却累計額        △11,240,699

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              60,596

　　　物品             671,766

　　　物品減価償却累計額           △561,359

　　無形固定資産             123,784

　　　ソフトウェア             122,650

　　　その他               1,134

　　投資その他の資産           5,758,038

　　　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              10,380

　　　長期貸付金              39,090

　　　基金           5,401,117

全体

全体貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）



　　　　減債基金           1,573,939

　　　　その他           3,827,178

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △1,595

　流動資産           4,082,151

　　現金預金             210,471

　　未収金               4,887

　　短期貸付金               8,940

　　基金           3,858,479

　　　財政調整基金           3,858,479

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金               △625

　繰延資産                  － 純資産合計          16,647,555

資産合計          25,321,046 負債及び純資産合計          25,321,046



全体

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      5,445,181

　業務費用                      2,857,933

　　人件費                      1,229,889

　　　職員給与費                        775,828

　　　賞与等引当金繰入額                         56,234

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

　　　その他                        343,748

　　物件費等                      1,556,860

　　　物件費                        907,608

　　　維持補修費                         63,690

　　　減価償却費                        585,562

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         71,185

　　　支払利息                         40,541

　　　徴収不能引当金繰入額                            969

　　　その他                         29,675

　移転費用                      2,587,248

　　補助金等                      2,323,236

　　社会保障給付                        253,577

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                         10,435

経常収益                        488,619

　使用料及び手数料                        159,695

　その他                        328,924

純経常行政コスト                      4,956,562

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                      5,132,711

全体行政コスト計算書
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 15,338,764 24,269,974 △8,931,209 －

　純行政コスト（△） △5,132,711 △5,132,711 －

　財源 6,441,965 6,441,965 －

　　税収等 4,342,150 4,342,150 －

　　国県等補助金 2,099,815 2,099,815 －

　本年度差額 1,309,254 1,309,254 －

　固定資産等の変動（内部変動） 836,803 △836,803 －

　　有形固定資産等の増加 1,463,777 △1,463,777 －

　　有形固定資産等の減少 △585,562 585,562 －

　　貸付金・基金等の増加 398,735 △398,735 －

　　貸付金・基金等の減少 △440,147 440,147 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 △300 △300

　他団体出資等分の増加 － －

　他団体出資等分の減少 － －

　その他 △163 △163 －

　本年度純資産変動額 1,308,791 836,340 472,451 －

本年度末純資産残高 16,647,555 25,106,314 △8,458,759 －

全体

全体純資産変動計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

科目 合計



全体

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                      4,803,957

　　業務費用支出                      2,216,709

　　　人件費支出                      1,174,399

　　　物件費等支出                        971,298

　　　支払利息支出                         40,541

　　　その他の支出                         30,472

　　移転費用支出                      2,587,248

　　　補助金等支出                      2,323,236

　　　社会保障給付支出                        253,577

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                         10,435

　業務収入                      6,275,817

　　税収等収入                      4,344,843

　　国県等補助金収入                      1,530,672

　　使用料及び手数料収入                        159,731

　　その他の収入                        240,570

　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                      1,295,711

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      1,854,575

　　公共施設等整備費支出                      1,463,777

　　基金積立金支出                        385,338

　　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                      1,000,528

　　国県等補助金収入                        569,143

　　基金取崩収入                        423,615

　　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                      △854,047

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,560,308

　　地方債等償還支出                      1,560,308

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                      1,055,315

　　地方債等発行収入                      1,055,315

　　その他の収入                             －

全体資金収支計算書
自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日



財務活動収支                      △504,993

本年度資金収支額                       △63,329

前年度末資金残高                        264,605

本年度末資金残高                        201,276

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                        210,471


