
【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 22,309,713   固定負債 8,954,482

    有形固定資産 19,763,469     地方債 6,930,180

      事業用資産 16,698,967     長期未払金 -

        土地 8,309,915     退職手当引当金 2,024,302

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 17,012,246     その他 -

        建物減価償却累計額 -9,400,396   流動負債 933,158

        工作物 4,500,478     １年内償還予定地方債 722,659

        工作物減価償却累計額 -3,723,276     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 142,538

        航空機 -     預り金 67,961

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 9,887,639

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 22,785,231

      インフラ資産 2,980,473   余剰分（不足分） -9,534,474

        土地 1,332,644

        建物 5,184

        建物減価償却累計額 -

        工作物 5,052,604

        工作物減価償却累計額 -3,409,959

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 526,534

      物品減価償却累計額 -442,505

    無形固定資産 1,284

      ソフトウェア 1,026

      その他 258

    投資その他の資産 2,544,961

      投資及び出資金 1,465,910

        有価証券 5,550

        出資金 1,460,360

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 138,219

      長期貸付金 -

      基金 954,155

        減債基金 -

        その他 954,155

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,324

  流動資産 828,684

    現金預金 301,956

    未収金 51,540

    短期貸付金 -

    基金 475,518

      財政調整基金 475,326

      減債基金 192

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -330 純資産合計 13,250,757

資産合計 23,138,397 負債及び純資産合計 23,138,397

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 6,402,588

    業務費用 4,364,173

      人件費 2,001,925

        職員給与費 1,643,158

        賞与等引当金繰入額 142,538

        退職手当引当金繰入額 132,429

        その他 83,800

      物件費等 2,279,953

        物件費 1,332,669

        維持補修費 283,153

        減価償却費 664,132

        その他 -

      その他の業務費用 82,294

        支払利息 57,920

        徴収不能引当金繰入額 -1,703

        その他 26,077

    移転費用 2,038,415

      補助金等 748,457

      社会保障給付 745,275

      他会計への繰出金 541,491

      その他 3,193

  経常収益 499,470

    使用料及び手数料 69,069

    その他 430,400

純経常行政コスト 5,903,118

  臨時損失 3,920

    災害復旧事業費 3,920

    資産除売却損 -

    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 5,887,649

    その他 -

  臨時利益 19,388

    資産売却益 19,388



【様式第3号】

419,709,192 435,235,519 -15,526,327

13227318385 22791308619 -9563990234 （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 13,647,028 23,226,544 -9,579,517

  純行政コスト（△） -5,887,649 -5,887,649

  財源 5,911,088 5,911,088

    税収等 4,718,154 4,718,154

    国県等補助金 1,192,935 1,192,935

  本年度差額 23,439 23,439

  固定資産等の変動（内部変動） -6,077 6,077

    有形固定資産等の増加 509,159 -509,159

    有形固定資産等の減少 -664,261 664,261

    貸付金・基金等の増加 500,052 -500,052

    貸付金・基金等の減少 -351,027 351,027

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -419,709 -435,236 15,526

  本年度純資産変動額 -396,270 -441,313 45,043

本年度末純資産残高 13,250,757 22,785,231 -9,534,474

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）

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 5,600,490

    業務費用支出 3,562,075

      人件費支出 1,862,256

      物件費等支出 1,615,822

      支払利息支出 57,920

      その他の支出 26,077

    移転費用支出 2,038,415

      補助金等支出 748,457

      社会保障給付支出 745,275

      他会計への繰出支出 541,491

      その他の支出 3,193

  業務収入 6,293,685

    税収等収入 4,729,651

    国県等補助金収入 1,083,439

    使用料及び手数料収入 69,068

    その他の収入 411,526

  臨時支出 3,920

    災害復旧事業費支出 3,920

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 689,275

【投資活動収支】

  投資活動支出 989,554

    公共施設等整備費支出 509,159

    基金積立金支出 451,616

    投資及び出資金支出 20,779

    貸付金支出 8,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 470,057

    国県等補助金収入 109,496

    基金取崩収入 333,173

    貸付金元金回収収入 8,000

    資産売却収入 19,388

    その他の収入 -

投資活動収支 -519,496

【財務活動収支】

  財務活動支出 758,072

    地方債償還支出 758,072

    その他の支出 -

  財務活動収入 621,106

    地方債発行収入 621,106

前年度末歳計外現金残高 64,931

本年度歳計外現金増減額 3,030

本年度末歳計外現金残高 67,961

本年度末現金預金残高 301,956

    その他の収入 -

財務活動収支 -136,966

本年度資金収支額 32,812

前年度末資金残高 201,183

本年度末資金残高 233,995


