
【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 63,362,546   固定負債 6,812,294

    有形固定資産 61,053,283     地方債 5,431,392

      事業用資産 16,214,765     長期未払金 -

        土地 4,116,041     退職手当引当金 1,380,902

        立木竹 338,463     損失補償等引当金 -

        建物 27,672,802     その他 -

        建物減価償却累計額 -16,431,224   流動負債 951,093

        工作物 1,373,186     １年内償還予定地方債 837,262

        工作物減価償却累計額 -1,095,668     未払金 1,062

        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 19,709

        航空機 -     預り金 93,061

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,763,386

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 241,166   固定資産等形成分 66,058,202

      インフラ資産 44,350,182   余剰分（不足分） -7,015,680

        土地 1,638,834

        建物 285,588

        建物減価償却累計額 -198,554

        工作物 92,582,726

        工作物減価償却累計額 -50,364,902

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 406,489

      物品 2,756,225

      物品減価償却累計額 -2,267,890

    無形固定資産 17,639

      ソフトウェア 17,639

      その他 -

    投資その他の資産 2,291,625

      投資及び出資金 140,546

        有価証券 1,000

        出資金 139,546

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 11,688

      長期貸付金 232,742

      基金 1,909,116

        減債基金 -

        その他 1,909,116

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,466

  流動資産 3,443,362

    現金預金 525,700

    未収金 121,979

    短期貸付金 -

    基金 2,695,656

      財政調整基金 2,120,266

      減債基金 575,390

    棚卸資産 103,197

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,171 純資産合計 59,042,522

資産合計 66,805,908 負債及び純資産合計 66,805,908

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）

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

  経常費用 8,598,646

    業務費用 5,696,337

      人件費 1,213,330

        職員給与費 1,221,196

        賞与等引当金繰入額 19,709

        退職手当引当金繰入額 -74,594

        その他 47,019

      物件費等 4,409,990

        物件費 1,462,373

        維持補修費 273,502

        減価償却費 2,674,115

        その他 -

      その他の業務費用 73,016

        支払利息 44,375

        徴収不能引当金繰入額 5,637

        その他 23,005

    移転費用 2,902,310

      補助金等 1,436,013

      社会保障給付 554,933

      他会計への繰出金 904,419

      その他 6,945

  経常収益 312,746

    使用料及び手数料 55,887

    その他 256,859

純経常行政コスト 8,285,900

  臨時損失 55,658

    災害復旧事業費 53,733

    資産除売却損 1,925

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 8,329,053

    その他 -

  臨時利益 12,505

    資産売却益 12,505



【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 60,164,636 67,838,870 -7,674,234

  純行政コスト（△） -8,329,053 -8,329,053

  財源 7,206,783 7,206,783

    税収等 5,656,863 5,656,863

    国県等補助金 1,549,920 1,549,920

  本年度差額 -1,122,270 -1,122,270

  固定資産等の変動（内部変動） -1,780,668 1,780,668

    有形固定資産等の増加 1,073,690 -1,073,690

    有形固定資産等の減少 -2,689,291 2,689,291

    貸付金・基金等の増加 106,849 -106,849

    貸付金・基金等の減少 -271,915 271,915

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 156 - 156

  本年度純資産変動額 -1,122,114 -1,780,668 658,554

本年度末純資産残高 59,042,522 66,058,202 -7,015,680

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）

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 6,112,801

    業務費用支出 3,210,491

      人件費支出 1,353,406

      物件費等支出 1,808,320

      支払利息支出 44,375

      その他の支出 4,390

    移転費用支出 2,902,310

      補助金等支出 1,436,013

      社会保障給付支出 554,933

      他会計への繰出支出 904,419

      その他の支出 6,945

  業務収入 7,085,876

    税収等収入 5,683,027

    国県等補助金収入 1,089,824

    使用料及び手数料収入 55,957

    その他の収入 257,068

  臨時支出 53,733

    災害復旧事業費支出 53,733

    その他の支出 -

  臨時収入 43,005

業務活動収支 962,346

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,168,851

    公共施設等整備費支出 1,073,690

    基金積立金支出 52,161

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 43,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 601,428

    国県等補助金収入 326,668

    基金取崩収入 184,845

    貸付金元金回収収入 64,158

    資産売却収入 25,757

    その他の収入 -

投資活動収支 -567,423

【財務活動収支】

  財務活動支出 986,438

    地方債償還支出 986,438

    その他の支出 -

  財務活動収入 521,300

    地方債発行収入 521,300

前年度末歳計外現金残高 94,177

本年度歳計外現金増減額 -1,116

本年度末歳計外現金残高 93,061

本年度末現金預金残高 525,700

    その他の収入 -

財務活動収支 -465,138

本年度資金収支額 -70,215

前年度末資金残高 502,854

本年度末資金残高 432,639


