
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 100,434,267   固定負債 34,376,675

    有形固定資産 83,205,451     地方債 30,371,681

      事業用資産 52,275,722     長期未払金 -

        土地 15,284,894     退職手当引当金 3,999,978

        立木竹 627     損失補償等引当金 -

        建物 68,982,040     その他 5,017

        建物減価償却累計額 -34,993,533   流動負債 3,515,316

        工作物 9,391,093     １年内償還予定地方債 3,090,544

        工作物減価償却累計額 -6,697,932     未払金 258

        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 265,580

        航空機 -     預り金 153,917

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,017

        その他 3,320 負債合計 37,891,991

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 305,213   固定資産等形成分 102,355,466

      インフラ資産 28,343,713   余剰分（不足分） -36,891,617

        土地 752,931

        建物 12,000

        建物減価償却累計額 -972

        工作物 107,876,472

        工作物減価償却累計額 -80,604,936

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 308,218

      物品 4,270,217

      物品減価償却累計額 -1,684,201

    無形固定資産 251,304

      ソフトウェア 170,373

      その他 80,931

    投資その他の資産 16,977,513

      投資及び出資金 6,849,393

        有価証券 20,000

        出資金 6,829,393

        その他 -

      投資損失引当金 -8,600

      長期延滞債権 507,028

      長期貸付金 13,467

      基金 9,659,670

        減債基金 2,137,206

        その他 7,522,464

      その他 -

      徴収不能引当金 -43,445

  流動資産 2,921,573

    現金預金 914,322

    未収金 86,060

    短期貸付金 -

    基金 1,921,199

      財政調整基金 2,794,350

      減債基金 -873,151

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -8 純資産合計 65,463,849

資産合計 103,355,840 負債及び純資産合計 103,355,840

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 21,552,715

    その他 14,009

  臨時利益 1,853

    資産売却益 1,853

    資産除売却損 260,975

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 21,138,497

  臨時損失 416,071

    災害復旧事業費 141,086

  経常収益 2,144,470

    使用料及び手数料 711,984

    その他 1,432,485

      社会保障給付 3,307,309

      他会計への繰出金 2,792,735

      その他 37,295

        その他 122,609

    移転費用 10,108,109

      補助金等 3,970,770

      その他の業務費用 472,462

        支払利息 327,879

        徴収不能引当金繰入額 21,974

        維持補修費 424,188

        減価償却費 4,058,482

        その他 74,586

        その他 910,658

      物件費等 9,070,122

        物件費 4,512,867

        職員給与費 2,260,328

        賞与等引当金繰入額 265,580

        退職手当引当金繰入額 195,707

  経常費用 23,282,967

    業務費用 13,174,858

      人件費 3,632,274

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 66,435,946 105,667,592 -39,231,645

  純行政コスト（△） -21,552,715 -21,552,715

  財源 20,859,765 20,859,765

    税収等 16,891,823 16,891,823

    国県等補助金 3,967,942 3,967,942

  本年度差額 -692,950 -692,950

  固定資産等の変動（内部変動） -3,032,978 3,032,978

    有形固定資産等の増加 1,427,828 -1,427,828

    有形固定資産等の減少 -4,155,290 4,155,290

    貸付金・基金等の増加 1,098,295 -1,098,295

    貸付金・基金等の減少 -1,403,812 1,403,812

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 -279,147 -279,147

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -972,097 -3,312,125 2,340,028

本年度末純資産残高 65,463,849 102,355,466 -36,891,617

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 127,885

本年度歳計外現金増減額 26,032

本年度末歳計外現金残高 153,917

本年度末現金預金残高 914,322

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,601,895

本年度資金収支額 290,274

前年度末資金残高 470,130

本年度末資金残高 760,405

  財務活動支出 3,935,395

    地方債償還支出 3,930,378

    その他の支出 5,017

  財務活動収入 2,333,500

    地方債発行収入 2,333,500

    貸付金元金回収収入 1,246

    資産売却収入 2,533

    その他の収入 -

投資活動収支 -869,197

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,553,910

    国県等補助金収入 170,739

    基金取崩収入 1,379,392

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,423,107

    公共施設等整備費支出 1,427,828

    基金積立金支出 972,442

    投資及び出資金支出 22,837

  臨時支出 319,508

    災害復旧事業費支出 141,086

    その他の支出 178,422

  臨時収入 13,089

業務活動収支 2,761,367

  業務収入 22,215,634

    税収等収入 16,903,383

    国県等補助金収入 3,784,114

    使用料及び手数料収入 711,681

    その他の収入 816,456

    移転費用支出 10,108,109

      補助金等支出 3,970,770

      社会保障給付支出 4,885,990

      他会計への繰出支出 1,214,054

      その他の支出 37,295

    業務費用支出 9,039,739

      人件費支出 3,577,611

      物件費等支出 5,011,640

      支払利息支出 327,879

      その他の支出 122,609

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 19,147,848


