
【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 43,999,198   固定負債 12,956,444

    有形固定資産 39,342,337     地方債 10,743,247

      事業用資産 14,384,348     長期未払金 -

        土地 3,640,327     退職手当引当金 2,209,897

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,300

        建物 24,639,783     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 14,737,060   流動負債 1,396,893

        工作物 2,224,284     １年内償還予定地方債 1,196,239

        工作物減価償却累計額 △ 1,387,713     未払金 -

        船舶 54,519     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 △ 49,793     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 122,198

        航空機 -     預り金 78,456

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,353,337

        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 45,894,696

      インフラ資産 24,825,479   余剰分（不足分） △ 13,444,323

        土地 1,864,938

        建物 1,707,901

        建物減価償却累計額 △ 295,965

        工作物 47,494,346

        工作物減価償却累計額 △ 26,486,418

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 540,678

      物品 278,922

      物品減価償却累計額 △ 146,412

    無形固定資産 1,080

      ソフトウェア -

      その他 1,080

    投資その他の資産 4,655,782

      投資及び出資金 1,659,856

        有価証券 22,228

        出資金 101,256

        その他 1,536,372

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 119,538

      長期貸付金 46,297

      基金 2,837,927

        減債基金 288,878

        その他 2,549,049

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 7,836

  流動資産 2,804,512

    現金預金 871,912

    未収金 41,352

    短期貸付金 16,299

    基金 1,879,198

      財政調整基金 1,879,198

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 4,250 純資産合計 32,450,373

資産合計 46,803,711 負債及び純資産合計 46,803,711

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 12,872,969

    業務費用 8,463,962

      人件費 1,837,027

        職員給与費 1,436,640

        賞与等引当金繰入額 122,198

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 278,188

      物件費等 4,684,204

        物件費 2,804,237

        維持補修費 228,013

        減価償却費 1,651,953

        その他 -

      その他の業務費用 1,942,732

        支払利息 92,756

        徴収不能引当金繰入額 11,778

        その他 1,838,198

    移転費用 4,409,007

      補助金等 1,394,394

      社会保障給付 1,710,416

      他会計への繰出金 1,291,476

      その他 12,721

  経常収益 446,821

    使用料及び手数料 179,216

    その他 267,605

純経常行政コスト 12,426,147

  臨時損失 27,742

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 24,442

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 3,300

    その他 -

純行政コスト 12,453,890

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 34,778,550 47,648,891 △ 12,870,341

  純行政コスト（△） △ 12,453,890 △ 12,453,890

  財源 9,908,668 9,908,668

    税収等 7,445,156 7,445,156

    国県等補助金 2,463,513 2,463,513

  本年度差額 △ 2,545,221 △ 2,545,221

  固定資産等の変動（内部変動） △ 1,971,239 1,971,239

    有形固定資産等の増加 1,302,345 △ 1,302,345

    有形固定資産等の減少 △ 1,676,395 1,676,395

    貸付金・基金等の増加 322,984 △ 322,984

    貸付金・基金等の減少 △ 1,920,173 1,920,173

  資産評価差額 △ 569 △ 569

  無償所管換等 186,650 186,650

  その他 30,964 30,964 -

  本年度純資産変動額 △ 2,328,177 △ 1,754,195 △ 573,982

本年度末純資産残高 32,450,373 45,894,696 △ 13,444,323

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 11,205,328

    業務費用支出 6,796,322

      人件費支出 1,833,118

      物件費等支出 3,032,251

      支払利息支出 92,756

      その他の支出 1,838,198

    移転費用支出 4,409,007

      補助金等支出 1,394,394

      社会保障給付支出 1,710,416

      他会計への繰出支出 1,291,476

      その他の支出 12,721

  業務収入 10,068,071

    税収等収入 7,447,893

    国県等補助金収入 2,243,540

    使用料及び手数料収入 178,764

    その他の収入 197,874

  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 △ 1,137,257

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,956,225

    公共施設等整備費支出 1,302,345

    基金積立金支出 639,080

    投資及び出資金支出 2,800

    貸付金支出 12,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,458,355

    国県等補助金収入 219,972

    基金取崩収入 2,218,850

    貸付金元金回収収入 19,532

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 502,130

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,187,410

    地方債償還支出 1,187,410

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,335,769

    地方債発行収入 1,335,769

前年度末歳計外現金残高 86,888

本年度歳計外現金増減額 △ 8,431

本年度末歳計外現金残高 78,456

本年度末現金預金残高 871,912

    その他の収入 -

財務活動収支 148,359

本年度資金収支額 △ 486,768

前年度末資金残高 1,280,224

本年度末資金残高 793,456


