
 

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

　固定資産          13,106,684 　固定負債           3,884,002

　　有形固定資産          11,330,212 　　地方債           2,957,493

　　　事業用資産           4,890,866 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,708,427 　　退職手当引当金             926,509

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           6,062,280 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △4,189,719 　流動負債             393,750

　　　　工作物           2,760,873 　　1年内償還予定地方債             336,350

　　　　工作物減価償却累計額         △1,452,023 　　未払金                  71

　　　　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              57,328

　　　　航空機                  － 　　預り金                  －

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

　　　　その他               1,188 負債合計           4,277,752

　　　　その他減価償却累計額               △159 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定                  － 　固定資産等形成分          13,762,748

　　　インフラ資産           6,378,214 　余剰分（不足分）         △3,908,211

　　　　土地              28,524

　　　　建物                  －

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物          11,782,004

　　　　工作物減価償却累計額         △5,432,314

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品             308,982

　　　物品減価償却累計額           △247,850

　　無形固定資産              33,333

　　　ソフトウェア              33,226

　　　その他                 106

　　投資その他の資産           1,743,140

　　　投資及び出資金             968,443

　　　　有価証券                 200

　　　　出資金             968,243

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              17,223

　　　長期貸付金                  －

　　　基金             761,604

　　　　減債基金                  －

　　　　その他             761,604

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △4,130

　流動資産           1,025,604

　　現金預金             363,632

　　未収金               7,772

　　短期貸付金                  －

　　基金             656,064

　　　財政調整基金             630,860

　　　減債基金              25,203

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金             △1,864 純資産合計           9,854,537

資産合計          14,132,288 負債及び純資産合計          14,132,288

一般会計等貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）

 



（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      3,860,898

　業務費用                      2,506,334

　　人件費                        856,190

　　　職員給与費                        694,646

　　　賞与等引当金繰入額                         57,328

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                        104,216

　　物件費等                      1,594,804

　　　物件費                        952,386

　　　維持補修費                        212,524

　　　減価償却費                        429,894

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         55,340

　　　支払利息                         22,317

　　　徴収不能引当金繰入額                          5,994

　　　その他                         27,029

　移転費用                      1,354,564

　　補助金等                        811,133

　　社会保障給付                        245,215

　　他会計への繰出金                        298,007

　　その他                            210

経常収益                        202,549

　使用料及び手数料                         49,234

　その他                        153,315

純経常行政コスト                      3,658,349

臨時損失                        210,718

　災害復旧事業費                        210,718

　資産除売却損                             －

　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                          3,268

　資産売却益                          3,268

　その他                             －

純行政コスト                      3,865,800

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 10,412,443 14,497,601 △4,085,158

　純行政コスト（△） △3,865,800 △3,865,800

　財源 3,307,646 3,307,646

　　税収等 2,680,845 2,680,845

　　国県等補助金 626,801 626,801

　本年度差額 △558,154 △558,154

　固定資産等の変動（内部変動） △735,101 735,101

　　有形固定資産等の増加 86,273 △86,273

　　有形固定資産等の減少 △430,301 430,301

　　貸付金・基金等の増加 474,838 △474,838

　　貸付金・基金等の減少 △865,912 865,912

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 407 407

　その他 △159 △159 －

　本年度純資産変動額 △557,907 △734,854 176,947

本年度末純資産残高 9,854,537 13,762,748 △3,908,211

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

 

 

 

 



（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】

　業務支出                      3,422,155

　　業務費用支出                      2,067,590

　　　人件費支出                        855,236

　　　物件費等支出                      1,164,910

　　　支払利息支出                         22,317

　　　その他の支出                         25,128

　　移転費用支出                      1,354,564

　　　補助金等支出                        811,133

　　　社会保障給付支出                        245,215

　　　他会計への繰出支出                        298,007

　　　その他の支出                            210

　業務収入                      3,296,744

　　税収等収入                      2,681,113

　　国県等補助金収入                        476,743

　　使用料及び手数料収入                         48,890

　　その他の収入                         89,999

　臨時支出                        210,718

　　災害復旧事業費支出                        210,718

　　その他の支出                             －

　臨時収入                         74,133

業務活動収支                      △261,996

【投資活動収支】

　投資活動支出                        547,317

　　公共施設等整備費支出                         86,273

　　基金積立金支出                        461,044

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                        923,369

　　国県等補助金収入                         75,925

　　基金取崩収入                        843,770

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                          3,674

　　その他の収入                             －

投資活動収支                        376,052

【財務活動収支】

　財務活動支出                        313,240

　　地方債償還支出                        313,240

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        385,356

　　地方債発行収入                        385,356

　　その他の収入                             －

財務活動収支                         72,116

本年度資金収支額                        186,173

前年度末資金残高                        177,459

本年度末資金残高                        363,632

前年度末歳計外現金残高                         76,155

本年度歳計外現金増減額                       △76,155

本年度末歳計外現金残高                             －

本年度末現金預金残高                        363,632

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

 
 


