
（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産             162,244 　固定負債              52,780

　　有形固定資産             156,106 　　地方債等              46,836

　　　事業用資産              85,751 　　長期未払金                  －

　　　　土地              37,311 　　退職手当引当金               1,940

　　　　立木竹                 154 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物              98,923 　　その他               4,004

　　　　建物減価償却累計額            △52,086 　流動負債               5,043

　　　　工作物               2,908 　　1年内償還予定地方債等               3,949

　　　　工作物減価償却累計額             △1,499 　　未払金                 375

　　　　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                 361

　　　　航空機                  － 　　預り金                 358

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

　　　　その他                   7 負債合計              57,824

　　　　その他減価償却累計額                 △1 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定                  34 　固定資産等形成分             164,745

　　　インフラ資産              68,986 　余剰分（不足分）            △52,922

　　　　土地               5,034 　他団体出資等分                  －

　　　　建物                 397

　　　　建物減価償却累計額               △170

　　　　工作物             115,996

　　　　工作物減価償却累計額            △53,010

　　　　その他                  40

　　　　その他減価償却累計額                 △6

　　　　建設仮勘定                 705

　　　物品               3,349

　　　物品減価償却累計額             △1,981

　　無形固定資産                  44

　　　ソフトウェア                  44

　　　その他                   0

　　投資その他の資産               6,095

　　　投資及び出資金               1,030

　　　　有価証券                 321

　　　　出資金                 709

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権                 929

　　　長期貸付金               1,157

　　　基金               3,096

　　　　減債基金                  14

　　　　その他               3,081

　　　その他                 118

　　　徴収不能引当金               △235

　流動資産               7,402

　　現金預金               4,325

　　未収金                 521

　　短期貸付金                  －

　　基金               2,463

　　　財政調整基金               2,463

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  72

　　その他                  47

　　徴収不能引当金                △27

　繰延資産                  － 純資産合計             111,822

資産合計             169,646 負債及び純資産合計             169,646

全体貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）



（単位：百万円）

科目 金額

経常費用                         47,022

　業務費用                         17,179

　　人件費                          5,109

　　　職員給与費                          3,791

　　　賞与等引当金繰入額                            359

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                            959

　　物件費等                         11,428

　　　物件費                          6,834

　　　維持補修費                            218

　　　減価償却費                          4,348

　　　その他                             28

　　その他の業務費用                            642

　　　支払利息                            278

　　　徴収不能引当金繰入額                             91

　　　その他                            274

　移転費用                         29,843

　　補助金等                         23,536

　　社会保障給付                          4,809

　　他会計への繰出金                          1,291

　　その他                            206

経常収益                          3,343

　使用料及び手数料                          2,214

　その他                          1,129

純経常行政コスト                         43,680

臨時損失                            450

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                            317

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                            133

臨時利益                              2

　資産売却益                              2

　その他                             －

純行政コスト                         44,128

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：百万円）

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 111,532 163,329 △51,797 －

　純行政コスト（△） △44,128 △44,128 －

　財源 43,468 43,468 －

　　税収等 27,829 27,829 －

　　国県等補助金 15,639 15,639 －

　本年度差額 △660 △660 －

　固定資産等の変動（内部変動） 465 △465 －

　　有形固定資産等の増加 8,335 △8,335 －

　　有形固定資産等の減少 △6,506 6,506 －

　　貸付金・基金等の増加 2,814 △2,814 －

　　貸付金・基金等の減少 △4,178 4,178 －

　資産評価差額 △25 △25

　無償所管換等 975 975

　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 290 1,415 △1,125 －

本年度末純資産残高 111,822 164,745 △52,922 －

科目 合計

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：百万円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                         42,716

　　業務費用支出                         12,873

　　　人件費支出                          5,657

　　　物件費等支出                          6,655

　　　支払利息支出                            278

　　　その他の支出                            283

　　移転費用支出                         29,843

　　　補助金等支出                         23,536

　　　社会保障給付支出                          4,809

　　　他会計への繰出支出                          1,291

　　　その他の支出                            206

　業務収入                         44,843

　　税収等収入                         27,871

　　国県等補助金収入                         14,500

　　使用料及び手数料収入                            639

　　その他の収入                          1,834

　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                          2,127

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                          7,917

　　公共施設等整備費支出                          6,757

　　基金積立金支出                          1,026

　　投資及び出資金支出                            133

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                          3,829

　　国県等補助金収入                          1,286

　　基金取崩収入                          2,304

　　貸付金元金回収収入                             70

　　資産売却収入                            251

　　その他の収入                           △82

投資活動収支                        △4,088

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                          3,938

　　地方債等償還支出                          3,911

　　その他の支出                             27

　財務活動収入                          5,808

　　地方債等発行収入                          5,608

　　その他の収入                            200

財務活動収支                          1,871

本年度資金収支額                           △90

前年度末資金残高                          4,124

本年度末資金残高                          4,034

前年度末歳計外現金残高                            707

本年度歳計外現金増減額                          △415

本年度末歳計外現金残高                            291

本年度末現金預金残高                          4,325

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


