
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          46,400,129 　固定負債          10,556,927

　　有形固定資産          41,364,567 　　地方債           8,992,313

　　　事業用資産          16,964,493 　　長期未払金                  －

　　　　土地           2,641,298 　　退職手当引当金           1,564,614

　　　　立木竹              32,105 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物          30,157,749 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額        △16,730,007 　流動負債           1,379,481

　　　　工作物           1,683,607 　　1年内償還予定地方債           1,182,375

　　　　工作物減価償却累計額           △820,258 　　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             107,695

　　　　航空機                  － 　　預り金              89,412

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

　　　　その他                  － 負債合計          11,936,408

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

　　　　建設仮勘定                  － 　固定資産等形成分          47,840,572

　　　インフラ資産          24,113,955 　余剰分（不足分）        △11,285,725

　　　　土地             286,382

　　　　建物               6,030

　　　　建物減価償却累計額                 △9

　　　　工作物          88,915,853

　　　　工作物減価償却累計額        △65,094,301

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                   0

　　　物品           1,924,171

　　　物品減価償却累計額         △1,638,052

　　無形固定資産              48,798

　　　ソフトウェア               1,373

　　　その他              47,425

　　投資その他の資産           4,986,764

　　　投資及び出資金           2,384,315

　　　　有価証券             120,851

　　　　出資金              52,391

　　　　その他           2,211,074

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権             105,961

　　　長期貸付金              98,763

　　　基金           2,401,761

　　　　減債基金                  －

　　　　その他           2,401,761

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △4,036

　流動資産           2,091,126

　　現金預金             626,280

　　未収金              22,628

　　短期貸付金              31,920

　　基金           1,408,523

　　　財政調整基金           1,015,260

　　　減債基金             393,263

　　棚卸資産               1,775

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                   0 純資産合計          36,554,847

資産合計          48,491,255 負債及び純資産合計          48,491,255

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）



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                     11,224,825

　業務費用                      7,242,244

　　人件費                      1,703,935

　　　職員給与費                      1,479,387

　　　賞与等引当金繰入額                        107,695

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                        116,854

　　物件費等                      5,414,354

　　　物件費                      2,556,327

　　　維持補修費                        492,106

　　　減価償却費                      2,365,921

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                        123,955

　　　支払利息                         65,860

　　　徴収不能引当金繰入額                          7,319

　　　その他                         50,775

　移転費用                      3,982,580

　　補助金等                      2,049,925

　　社会保障給付                      1,225,753

　　他会計への繰出金                        702,989

　　その他                          3,913

経常収益                        609,116

　使用料及び手数料                         94,758

　その他                        514,358

純経常行政コスト                     10,615,709

臨時損失                            670

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                            624

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             46

臨時利益                        235,970

　資産売却益                          9,068

　その他                        226,902

純行政コスト                     10,380,409

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 37,163,250 48,944,205 △11,780,955

　純行政コスト（△） △10,380,409 △10,380,409

　財源 9,771,645 9,771,645

　　税収等 7,852,234 7,852,234

　　国県等補助金 1,919,411 1,919,411

　本年度差額 △608,764 △608,764

　固定資産等の変動（内部変動） △1,103,993 1,103,993

　　有形固定資産等の増加 1,207,343 △1,207,343

　　有形固定資産等の減少 △2,366,545 2,366,545

　　貸付金・基金等の増加 898,051 △898,051

　　貸付金・基金等の減少 △842,841 842,841

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 360 360

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △608,404 △1,103,633 495,229

本年度末純資産残高 36,554,847 47,840,572 △11,285,725

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 8,850,264

　　業務費用支出 4,867,683

　　　人件費支出 1,702,679

　　　物件費等支出 3,048,433

　　　支払利息支出 65,860

　　　その他の支出 50,712

　　移転費用支出 3,982,580

　　　補助金等支出 2,049,925

　　　社会保障給付支出 1,225,753

　　　他会計への繰出支出 702,989

　　　その他の支出 3,913

　業務収入 10,129,043

　　税収等収入 7,846,844

　　国県等補助金収入 1,674,045

　　使用料及び手数料収入 93,796

　　その他の収入 514,357

　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 1,278,779

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出 2,013,931

　　公共施設等整備費支出 1,208,038

　　基金積立金支出 330,524

　　投資及び出資金支出 165,568

　　貸付金支出 309,800

　　その他の支出                             －

　投資活動収入 1,002,036

　　国県等補助金収入 245,366

　　基金取崩収入 405,881

　　貸付金元金回収収入 341,721

　　資産売却収入 9,068

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    △1,011,895

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出 1,562,979

　　地方債償還支出 1,562,979

　　その他の支出                             －

　財務活動収入 1,165,999

　　地方債発行収入 1,165,999

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △396,980

本年度資金収支額                      △130,096

前年度末資金残高 666,964

本年度末資金残高 536,868

前年度末歳計外現金残高 95,823

本年度歳計外現金増減額                        △6,411

本年度末歳計外現金残高 89,412

本年度末現金預金残高 626,280

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


