
【様式第1号】

（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 22,461,570   固定負債 3,518,862

    有形固定資産 21,468,290     地方債 3,086,108

      事業用資産 8,165,655     長期未払金 219,862

        土地 2,274,584     退職手当引当金 206,304

        立木竹 138,589     損失補償等引当金 -

        建物 12,629,743     その他 6,588

        建物減価償却累計額 -6,940,333   流動負債 614,249

        工作物 736,704     １年内償還予定地方債 507,966

        工作物減価償却累計額 -689,509     未払金 21,132

        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 49,508

        航空機 -     預り金 32,235

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,408

        その他 - 負債合計 4,133,111

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 15,876   固定資産等形成分 22,852,326

      インフラ資産 13,232,240   余剰分（不足分） -3,992,202

        土地 4,252

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 31,401,286

        工作物減価償却累計額 -18,192,770

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 19,472

      物品 505,555

      物品減価償却累計額 -435,159

    無形固定資産 20,070

      ソフトウェア 20,070

      その他 -

    投資その他の資産 973,211

      投資及び出資金 14,618

        有価証券 2,209

        出資金 12,409

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 23,114

      長期貸付金 6,841

      基金 929,529

        減債基金 41,879

        その他 887,650

      その他 -

      徴収不能引当金 -892

  流動資産 531,665

    現金預金 135,277

    未収金 5,642

    短期貸付金 -

    基金 390,755

      財政調整基金 390,755

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -9 純資産合計 18,860,124

資産合計 22,993,235 負債及び純資産合計 22,993,235

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 3,899,492

    その他 448,239

  臨時利益 9,386

    資産売却益 9,386

    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 3,306,046

  臨時損失 602,832

    災害復旧事業費 154,593

  経常収益 240,776

    使用料及び手数料 115,043

    その他 125,732

      社会保障給付 195,504

      他会計への繰出金 255,482

      その他 13,668

        その他 8,828

    移転費用 1,013,389

      補助金等 548,736

      その他の業務費用 38,421

        支払利息 30,007

        徴収不能引当金繰入額 -413

        維持補修費 28,574

        減価償却費 927,599

        その他 1,395

        その他 34,179

      物件費等 1,874,073

        物件費 916,504

        職員給与費 593,680

        賞与等引当金繰入額 49,508

        退職手当引当金繰入額 -56,428

  経常費用 3,546,822

    業務費用 2,533,433

      人件費 620,938

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】

（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 19,681,078 23,973,885 -4,292,808

  純行政コスト（△） -3,899,492 -3,899,492

  財源 3,078,538 3,078,538

    税収等 2,246,362 2,246,362

    国県等補助金 832,176 832,176

  本年度差額 -820,954 -820,954

  固定資産等の変動（内部変動） -673,321 673,321

    有形固定資産等の増加 325,761 -325,761

    有形固定資産等の減少 -927,599 927,599

    貸付金・基金等の増加 500,745 -500,745

    貸付金・基金等の減少 -572,228 572,228

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -820,954 -673,321 -147,633

本年度末純資産残高 18,860,124 22,852,326 -3,992,202

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 33,231

本年度歳計外現金増減額 -996

本年度末歳計外現金残高 32,235

本年度末現金預金残高 135,277

    その他の収入 -

財務活動収支 -274,275

本年度資金収支額 -25,442

前年度末資金残高 128,484

本年度末資金残高 103,042

  財務活動支出 524,169

    地方債償還支出 498,371

    その他の支出 25,798

  財務活動収入 249,894

    地方債発行収入 249,894

    貸付金元金回収収入 328

    資産売却収入 9,386

    その他の収入 -

投資活動収支 241,173

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,800

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,059,999

    国県等補助金収入 480,185

    基金取崩収入 570,100

【投資活動収支】

  投資活動支出 818,826

    公共施設等整備費支出 325,761

    基金積立金支出 491,265

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 154,593

    災害復旧事業費支出 154,593

    その他の支出 -

  臨時収入 131,671

業務活動収支 7,659

  業務収入 2,704,904

    税収等収入 2,249,193

    国県等補助金収入 220,320

    使用料及び手数料収入 114,334

    その他の収入 121,056

    移転費用支出 1,013,389

      補助金等支出 548,736

      社会保障給付支出 195,504

      他会計への繰出支出 255,482

      その他の支出 13,668

    業務費用支出 1,660,933

      人件費支出 677,425

      物件費等支出 950,595

      支払利息支出 30,007

      その他の支出 2,906

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 2,674,323


