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

　固定資産             369,073 　固定負債              32,576

　　有形固定資産             312,826 　　地方債等              21,436

　　　事業用資産             154,917 　　長期未払金                   5

　　　　土地             102,249 　　退職手当引当金               7,760

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物              99,839 　　その他               3,375

　　　　建物減価償却累計額            △51,365 　流動負債               5,518

　　　　工作物               5,583 　　1年内償還予定地方債等               2,250

　　　　工作物減価償却累計額             △3,522 　　未払金               1,941

　　　　船舶                  － 　　未払費用                   2

　　　　船舶減価償却累計額                  － 　　前受金                  62

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  －

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金                 784

　　　　航空機                  － 　　預り金                 417

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  61

　　　　その他                   2 負債合計              38,095

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

　　　　建設仮勘定               2,133 　固定資産等形成分             375,660

　　　インフラ資産             154,913 　余剰分（不足分）            △22,520

　　　　土地             125,270 　他団体出資等分                 290

　　　　建物                 546

　　　　建物減価償却累計額               △386

　　　　工作物              71,337

　　　　工作物減価償却累計額            △41,855

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品              11,919

　　　物品減価償却累計額             △8,923

　　無形固定資産               3,915

　　　ソフトウェア                 194

　　　その他               3,721

　　投資その他の資産              52,331

　　　投資及び出資金                  82

　　　　有価証券                  58

　　　　出資金                  22

　　　　その他                   2

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権                 720

　　　長期貸付金                   1

　　　基金              51,051

（単位：百万円）

科目 金額

連結貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）

連結

科目 金額



　　　　減債基金                  －

　　　　その他              51,051

　　　その他                 539

　　　徴収不能引当金                △62

　流動資産              22,452

　　現金預金               8,885

　　未収金               1,104

　　短期貸付金                   3

　　基金               6,585

　　　財政調整基金               6,584

　　　減債基金                   0

　　棚卸資産               5,894

　　その他                  34

　　徴収不能引当金                △53

　繰延資産                  － 純資産合計             353,430

資産合計             391,525 負債及び純資産合計             391,525

（単位：百万円）

科目 金額

連結貸借対照表
（令和2年03月31日 現在）

連結

科目 金額



経常費用                        111,986

　業務費用                         54,433

　　人件費                         14,960

　　　職員給与費                         11,142

　　　賞与等引当金繰入額                            669

　　　退職手当引当金繰入額                            745

　　　その他                          2,404

　　物件費等                         32,505

　　　物件費                         25,951

　　　維持補修費                          1,269

　　　減価償却費                          4,718

　　　その他                            567

　　その他の業務費用                          6,968

　　　支払利息                            232

　　　徴収不能引当金繰入額                             90

　　　その他                          6,646

　移転費用                         57,554

　　補助金等                         44,482

　　社会保障給付                         11,944

　　他会計への繰出金                          1,071

　　その他                             56

経常収益                         18,433

　使用料及び手数料                          6,018

　その他                         12,415

純経常行政コスト                         93,554

臨時損失                            121

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                             33

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             88

臨時利益                             18

　資産売却益                             14

　その他                              4

純行政コスト                         93,656

連結行政コスト計算書
自 平成31年04月01日

（単位：百万円）

連結

至 令和2年03月31日

科目 金額



376,384 △33,276343,622前年度末純資産残高 121

△93,629△93,656　純行政コスト（△） △27

99,69299,724　財源 32

77,09377,093　　税収等 0

22,59822,630　　国県等補助金 32

6,0626,068　本年度差額 5

3,730 △3,730　固定資産等の変動（内部変動） －

6,397 △6,397　　有形固定資産等の増加 －

△4,782 4,782　　有形固定資産等の減少 －

5,357 △5,357　　貸付金・基金等の増加 －

△3,241 3,241　　貸付金・基金等の減少 －

00　資産評価差額

211211　無償所管換等

－ △164－　他団体出資等分の増加 164

－ 0－　他団体出資等分の減少 0

155 △1153　比例連結割合変更に伴う差額

△4,818 8,5893,377　その他

△723 10,7569,808　本年度純資産変動額 169

375,660 △22,520353,430本年度末純資産残高 290

（単位：百万円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

連結純資産変動計算書

自 平成31年04月01日

連結

至 令和2年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                         83,041

　　業務費用支出                         36,312

　　　人件費支出                          9,931

　　　物件費等支出                         25,344

　　　支払利息支出                            206

　　　その他の支出                            831

　　移転費用支出                         46,729

　　　補助金等支出                         33,491

　　　社会保障給付支出                         12,121

　　　他会計への繰出支出                          1,071

　　　その他の支出                             47

　業務収入                         89,487

　　税収等収入                         70,487

　　国県等補助金収入                         13,517

　　使用料及び手数料収入                          4,531

　　その他の収入                            952

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             25

業務活動収支                          6,471

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                          9,907

　　公共施設等整備費支出                          5,619

　　基金積立金支出                          4,281

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                              8

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                          4,676

　　国県等補助金収入                          2,415

　　基金取崩収入                          2,217

　　貸付金元金回収収入                             33

　　資産売却収入                             11

　　その他の収入                             －

投資活動収支                        △5,231

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                          1,873

　　地方債等償還支出                          1,856

　　その他の支出                             17

　財務活動収入                            491

　　地方債等発行収入                            491

　　その他の収入                             －

連結資金収支計算書
自 平成31年04月01日

（単位：百万円）

連結

至 令和2年03月31日

科目 金額



財務活動収支                        △1,381

本年度資金収支額                          1,176

前年度末資金残高                          7,585

比例連結割合変更に伴う差額                            △2

本年度末資金残高                          8,759

前年度末歳計外現金残高                             64

本年度歳計外現金増減額                             63

本年度末歳計外現金残高                            127

本年度末現金預金残高                          8,885

連結資金収支計算書
自 平成31年04月01日

（単位：百万円）

連結

至 令和2年03月31日

科目 金額


