
【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 51,399,973   固定負債 13,643,613

    有形固定資産 46,119,150     地方債 11,933,448

      事業用資産 21,487,474     長期未払金 -

        土地 12,464,467     退職手当引当金 1,710,165

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 22,872,924     その他 -

        建物減価償却累計額 -14,503,125   流動負債 1,829,202

        工作物 1,295,518     １年内償還予定地方債 1,381,336

        工作物減価償却累計額 -855,552     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 153,783

        航空機 -     預り金 293,805

        航空機減価償却累計額 -     その他 278

        その他 - 負債合計 15,472,815

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 213,243   固定資産等形成分 58,662,877

      インフラ資産 24,488,953   余剰分（不足分） -14,361,014

        土地 12,892,603

        建物 2,986,590

        建物減価償却累計額 -2,027,341

        工作物 40,751,879

        工作物減価償却累計額 -30,357,510

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 242,732

      物品 868,555

      物品減価償却累計額 -725,833

    無形固定資産 108,025

      ソフトウェア 108,025

      その他 -

    投資その他の資産 5,172,798

      投資及び出資金 33,869

        有価証券 23

        出資金 33,846

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 237,989

      長期貸付金 1,065,129

      基金 3,844,518

        減債基金 -

        その他 3,844,518

      その他 -

      徴収不能引当金 -8,707

  流動資産 8,374,706

    現金預金 1,056,777

    未収金 58,202

    短期貸付金 89,256

    基金 7,173,649

      財政調整基金 7,038,089

      減債基金 135,560

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,178 純資産合計 44,301,863

資産合計 59,774,678 負債及び純資産合計 59,774,678

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 12,085,301

    その他 -

  臨時利益 9,649

    資産売却益 9,649

    資産除売却損 16,445

    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 11,932,732

  臨時損失 162,219

    災害復旧事業費 145,774

  経常収益 366,748

    使用料及び手数料 102,128

    その他 264,621

      社会保障給付 2,376,287

      他会計への繰出金 1,914,155

      その他 13,155

        その他 98,827

    移転費用 6,053,345

      補助金等 1,749,749

      その他の業務費用 178,497

        支払利息 73,806

        徴収不能引当金繰入額 5,864

        維持補修費 325,326

        減価償却費 1,172,594

        その他 -

        その他 290,563

      物件費等 3,644,536

        物件費 2,146,616

        職員給与費 1,978,756

        賞与等引当金繰入額 153,783

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 12,299,480

    業務費用 6,246,135

      人件費 2,423,102

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 44,405,201 59,474,197 -15,068,995

  純行政コスト（△） -12,085,301 -12,085,301

  財源 11,992,028 11,992,028

    税収等 9,750,440 9,750,440

    国県等補助金 2,241,588 2,241,588

  本年度差額 -93,273 -93,273

  固定資産等の変動（内部変動） -801,254 801,254

    有形固定資産等の増加 651,527 -651,527

    有形固定資産等の減少 -1,200,298 1,200,298

    貸付金・基金等の増加 1,124,803 -1,124,803

    貸付金・基金等の減少 -1,377,286 1,377,286

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -10,065 -10,065

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -103,338 -811,319 707,981

本年度末純資産残高 44,301,863 58,662,877 -14,361,014

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 318,093

本年度歳計外現金増減額 -24,288

本年度末歳計外現金残高 293,805

本年度末現金預金残高 1,056,777

    その他の収入 -

財務活動収支 -423,521

本年度資金収支額 234,159

前年度末資金残高 528,813

本年度末資金残高 762,972

  財務活動支出 1,359,905

    地方債償還支出 1,359,905

    その他の支出 -

  財務活動収入 936,384

    地方債発行収入 936,384

    貸付金元金回収収入 90,158

    資産売却収入 37,353

    その他の収入 -

投資活動収支 -324,338

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,142,523

    国県等補助金収入 35,809

    基金取崩収入 979,203

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,466,861

    公共施設等整備費支出 651,527

    基金積立金支出 815,334

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 145,774

    災害復旧事業費支出 145,774

    その他の支出 -

  臨時収入 67,047

業務活動収支 982,019

  業務収入 12,185,703

    税収等収入 9,737,266

    国県等補助金収入 2,138,732

    使用料及び手数料収入 102,078

    その他の収入 207,628

    移転費用支出 6,054,028

      補助金等支出 1,749,749

      社会保障給付支出 2,376,287

      他会計への繰出支出 1,914,155

      その他の支出 13,838

    業務費用支出 5,070,930

      人件費支出 2,415,330

      物件費等支出 2,487,705

      支払利息支出 73,806

      その他の支出 94,090

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 11,124,958


