
【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 10,848,354   固定負債 2,034,046

    有形固定資産 9,980,221     地方債 1,572,091

      事業用資産 4,422,330     長期未払金 -

        土地 1,184,064     退職手当引当金 438,503

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 5,346,039     その他 23,452

        建物減価償却累計額 -2,515,041   流動負債 263,054

        工作物 764,960     １年内償還予定地方債 192,553

        工作物減価償却累計額 -362,161     未払金 -

        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 29,485

        航空機 -     預り金 24,725

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,291

        その他 - 負債合計 2,297,100

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,470   固定資産等形成分 11,951,544

      インフラ資産 5,354,353   余剰分（不足分） -2,100,410

        土地 281,268

        建物 17,188

        建物減価償却累計額 -16,012

        工作物 13,125,948

        工作物減価償却累計額 -8,186,168

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 132,128

      物品 810,691

      物品減価償却累計額 -607,152

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 868,132

      投資及び出資金 38,266

        有価証券 12,000

        出資金 26,266

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,408

      長期貸付金 -

      基金 828,478

        減債基金 -

        その他 828,478

      その他 -

      徴収不能引当金 -19

  流動資産 1,299,881

    現金預金 195,110

    未収金 1,581

    短期貸付金 -

    基金 1,103,191

      財政調整基金 1,102,755

      減債基金 436

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 9,851,135

資産合計 12,148,235 負債及び純資産合計 12,148,235

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 2,603,601

    その他 -

  臨時利益 2,523

    資産売却益 2,523

    資産除売却損 0

    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 2,606,124

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

  経常収益 47,362

    使用料及び手数料 8,646

    その他 38,716

      社会保障給付 228,289

      他会計への繰出金 451,562

      その他 5,993

        その他 11,200

    移転費用 1,102,446

      補助金等 416,602

      その他の業務費用 21,186

        支払利息 9,982

        徴収不能引当金繰入額 4

        維持補修費 64,330

        減価償却費 471,545

        その他 1,149

        その他 146,249

      物件費等 1,020,507

        物件費 483,484

        職員給与費 356,078

        賞与等引当金繰入額 29,485

        退職手当引当金繰入額 -22,467

  経常費用 2,653,485

    業務費用 1,551,039

      人件費 509,346

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 9,866,754 12,393,868 -2,527,114

  純行政コスト（△） -2,603,601 -2,603,601

  財源 2,575,276 2,575,276

    税収等 2,203,797 2,203,797

    国県等補助金 371,480 371,480

  本年度差額 -28,325 -28,325

  固定資産等の変動（内部変動） -442,323 442,323

    有形固定資産等の増加 215,022 -215,022

    有形固定資産等の減少 -471,546 471,546

    貸付金・基金等の増加 383,031 -383,031

    貸付金・基金等の減少 -568,830 568,830

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 12,706 0 12,706

  本年度純資産変動額 -15,619 -442,323 426,704

本年度末純資産残高 9,851,135 11,951,544 -2,100,410

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 24,917

本年度歳計外現金増減額 -192

本年度末歳計外現金残高 24,725

本年度末現金預金残高 195,110

    その他の収入 -

財務活動収支 -443,444

本年度資金収支額 -46,600

前年度末資金残高 216,985

本年度末資金残高 170,385

  財務活動支出 734,344

    地方債償還支出 717,698

    その他の支出 16,645

  財務活動収入 290,900

    地方債発行収入 290,900

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 2,524

    その他の収入 20,500

投資活動収支 101,128

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 20,500

  投資活動収入 693,266

    国県等補助金収入 121,912

    基金取崩収入 548,330

【投資活動収支】

  投資活動支出 592,138

    公共施設等整備費支出 215,022

    基金積立金支出 346,616

    投資及び出資金支出 10,000

  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 295,715

  業務収入 2,500,170

    税収等収入 2,203,248

    国県等補助金収入 249,567

    使用料及び手数料収入 8,638

    その他の収入 38,716

    移転費用支出 1,102,446

      補助金等支出 416,602

      社会保障給付支出 228,289

      他会計への繰出支出 451,562

      その他の支出 5,993

    業務費用支出 1,102,009

      人件費支出 531,864

      物件費等支出 557,556

      支払利息支出 9,982

      その他の支出 2,606

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 2,204,455


