
全体貸借対照表 

（令和 2 年 03月 31 日 現在） 

 

    
 

  
（単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

【資産の部】   【負債の部】   

 固定資産          13,376,212  固定負債           4,278,684 

  有形固定資産          11,581,801   地方債等           3,352,175 

   事業用資産           5,004,118   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             451,444 

    工作物           3,301,658   1 年内償還予定地方債等             388,480 

    工作物減価償却累計額         △1,879,556   未払金                 196 

    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              62,768 

    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           4,730,128 

    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          14,271,024 

   インフラ資産           6,516,551  余剰分（不足分）         △4,216,105 

    土地              28,524  他団体出資等分                  － 

    建物             356,895     

    建物減価償却累計額           △240,904     

    工作物          11,806,319     

    工作物減価償却累計額         △5,434,283     

    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           1,761,078     

   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              31,673     

   長期貸付金                  －     

   基金             767,830     

    減債基金                  －     

    その他             767,830     

   その他                  －     

   徴収不能引当金             △6,867     

 流動資産           1,408,836     

  現金預金             501,869     

  未収金              15,584     

  短期貸付金                  －     

  基金             894,812     

   財政調整基金             869,609     

   減債基金              25,203     

  棚卸資産                  －     

  その他                  －     

  徴収不能引当金             △3,429     

 繰延資産                  － 純資産合計          10,054,920 

資産合計          14,785,047 負債及び純資産合計          14,785,047 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

科目 金額 

経常費用                      5,514,466 

 業務費用                      2,734,526 

  人件費                        909,507 

   職員給与費                        741,527 

   賞与等引当金繰入額                         62,768 

   退職手当引当金繰入額                             － 

   その他                        105,212 

  物件費等                      1,733,652 

   物件費                      1,027,270 

   維持補修費                        230,277 

   減価償却費                        476,106 

   その他                             － 

  その他の業務費用                         91,367 

   支払利息                         33,451 

   徴収不能引当金繰入額                          9,027 

   その他                         48,890 

 移転費用                      2,779,940 

  補助金等                      2,533,345 

  社会保障給付                        246,385 

  他会計への繰出金                             － 

  その他                            210 

経常収益                        246,945 

 使用料及び手数料                         78,947 

 その他                        167,998 

純経常行政コスト                      5,267,521 

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                      5,474,972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

     
 

   
（単位：千円） 

科目 合計 
      

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 10,593,443 15,002,515 △4,409,072 － 

 純行政コスト（△） △5,474,972   △5,474,972 － 

 財源 4,936,308   4,936,308 － 

  税収等 3,302,295   3,302,295 － 

  国県等補助金 1,634,014   1,634,014 － 

 本年度差額 △538,663   △538,663 － 

 固定資産等の変動（内部変動）   △731,631 731,631 － 

  有形固定資産等の増加   95,895 △95,895 － 

  有形固定資産等の減少   △476,513 476,513 － 

  貸付金・基金等の増加   526,643 △526,643 － 

  貸付金・基金等の減少   △877,656 877,656 － 

 資産評価差額 － －     

 無償所管換等 407 407     

 他団体出資等分の増加 －     － 

 他団体出資等分の減少 －     － 

 その他 △266 △266 －   

 本年度純資産変動額 △538,523 △731,491 192,968 － 

本年度末純資産残高 10,054,920 14,271,024 △4,216,105 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 （単位：千円） 

科目 金額 

【業務活動収支】   

 業務支出                      5,025,063 

  業務費用支出                      2,245,123 

   人件費支出                        907,678 

   物件費等支出                      1,257,546 

   支払利息支出                         33,451 

   その他の支出                         46,448 

  移転費用支出                      2,779,940 

   補助金等支出                      2,533,345 

   社会保障給付支出                        246,385 

   他会計への繰出支出                             － 

   その他の支出                            210 

 業務収入                      4,963,123 

  税収等収入                      3,300,620 

  国県等補助金収入                      1,479,198 

  使用料及び手数料収入                         78,629 

  その他の収入                        104,675 

 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                         74,475 

業務活動収支                      △198,183 

【投資活動収支】   

 投資活動支出                        597,360 

  公共施設等整備費支出                         95,895 

  基金積立金支出                        501,465 

  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                        927,785 

  国県等補助金収入                         80,341 

  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                        330,426 

【財務活動収支】   

 財務活動支出                        354,032 

  地方債等償還支出                        354,032 

  その他の支出                             － 

 財務活動収入                        387,256 

  地方債等発行収入                        387,256 

  その他の収入                             － 

財務活動収支                         33,224 

本年度資金収支額                        165,466 

前年度末資金残高                        336,402 

本年度末資金残高                        501,869 

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                        501,869 

 


