
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          47,886,125 　固定負債          12,035,004

　　有形固定資産          42,791,890 　　地方債等          10,470,390

　　　事業用資産          18,363,101 　　長期未払金                  －

　　　　土地           3,554,969 　　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          31,570,807 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額        △17,658,128 　流動負債           1,520,063

　　　　工作物           1,683,607 　　1年内償還予定地方債等           1,322,956

　　　　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          13,555,067

　　　　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          49,637,287

　　　インフラ資産          24,142,670 　余剰分（不足分）        △12,792,967

　　　　土地             291,700 　他団体出資等分                  －

　　　　建物               6,030

　　　　建物減価償却累計額                 △9

　　　　工作物          88,939,942

　　　　工作物減価償却累計額        △65,094,994

　　　　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           5,045,436

　　　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             166,072

　　　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             △5,475

　流動資産           2,513,262

　　現金預金             724,276

　　未収金              36,049

　　短期貸付金              31,920

　　基金           1,719,242

　　　財政調整基金           1,325,979

　　　減債基金             393,263

　　棚卸資産               1,775

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                 △1

　繰延資産                  － 純資産合計          36,844,320

資産合計          50,399,387 負債及び純資産合計          50,399,387

全体

全体貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）



全体

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                     13,628,347

　業務費用                      7,419,815

　　人件費                      1,703,981

　　　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                        116,900

　　物件費等                      5,534,905

　　　物件費                      2,637,728

　　　維持補修費                        494,763

　　　減価償却費                      2,402,414

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                        180,929

　　　支払利息                        100,924

　　　徴収不能引当金繰入額                         11,897

　　　その他                         68,108

　移転費用                      6,208,532

　　補助金等                      4,977,896

　　社会保障給付                      1,225,753

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                          4,883

経常収益                        794,587

　使用料及び手数料                        127,104

　その他                        667,483

純経常行政コスト                     12,833,760

臨時損失                          1,771

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                          1,725

　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                        647,070

　資産売却益                        420,168

　その他                        226,902

純行政コスト                     12,188,461

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 37,000,311 50,293,322 △13,293,011 －

　純行政コスト（△） △12,188,461 △12,188,461 －

　財源 11,996,092 11,996,092 －

　　税収等 8,399,673 8,399,673 －

　　国県等補助金 3,596,420 3,596,420 －

　本年度差額 △192,368 △192,368 －

　固定資産等の変動（内部変動） △692,412 692,412 －

　　有形固定資産等の増加 1,560,753 △1,560,753 －

　　有形固定資産等の減少 △2,404,138 2,404,138 －

　　貸付金・基金等の増加 1,014,101 △1,014,101 －

　　貸付金・基金等の減少 △863,128 863,128 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 36,377 36,377

　他団体出資等分の増加 － －

　他団体出資等分の減少 － －

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △155,992 △656,035 500,044 －

本年度末純資産残高 36,844,320 49,637,287 △12,792,967 －

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                     11,212,630

　　業務費用支出                      5,004,098

　　　人件費支出                      1,702,725

　　　物件費等支出                      3,132,491

　　　支払利息支出                        100,924

　　　その他の支出                         67,959

　　移転費用支出                      6,208,532

　　　補助金等支出                      4,977,896

　　　社会保障給付支出                      1,225,753

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                          4,883

　業務収入                     12,536,170

　　税収等収入                      8,391,486

　　国県等補助金収入                      3,351,052

　　使用料及び手数料収入                        126,150

　　その他の収入                        667,482

　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                      1,323,540

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      2,467,343

　　公共施設等整備費支出                      1,561,449

　　基金積立金支出                        430,526

　　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                      1,413,138

　　国県等補助金収入                        245,368

　　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                        420,168

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    △1,054,205

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      2,051,809

　　地方債等償還支出                      2,051,809

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                      1,514,099

　　地方債等発行収入                      1,514,099

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △537,710

本年度資金収支額                      △268,375

前年度末資金残高                        903,239

本年度末資金残高                        634,864

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                        724,276

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


