
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 7,866,233   固定負債 2,775,242

    有形固定資産 6,251,479     地方債 2,462,959

      事業用資産 3,613,957     長期未払金 -

        土地 993,264     退職手当引当金 312,284

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,079,006     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 5,745,000   流動負債 408,676

        工作物 894,302     １年内償還予定地方債 360,759

        工作物減価償却累計額 △ 629,871     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 32,904

        航空機 -     預り金 15,013

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,183,918

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 22,256   固定資産等形成分 9,419,446

      インフラ資産 2,485,391   余剰分（不足分） △ 2,975,735

        土地 50,244

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 6,355,868

        工作物減価償却累計額 △ 4,001,342

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 80,621

      物品 832,124

      物品減価償却累計額 △ 679,994

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,614,755

      投資及び出資金 25,168

        有価証券 13,612

        出資金 11,556

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 23,137

      長期貸付金 41,873

      基金 1,524,654

        減債基金 -

        その他 1,524,654

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 77

  流動資産 1,761,395

    現金預金 206,712

    未収金 1,478

    短期貸付金 4,619

    基金 1,548,593

      財政調整基金 1,225,752

      減債基金 322,841

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 7 純資産合計 6,443,710

資産合計 9,627,629 負債及び純資産合計 9,627,629

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 2,337,132

    その他 -

  臨時利益 6,519

    資産売却益 6,519

    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 -

純経常行政コスト 2,343,651

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 109,393

    使用料及び手数料 17,257

    その他 92,136

      社会保障給付 55,457

      他会計への繰出金 340,633

      その他 4,424

        その他 3,087

    移転費用 808,766

      補助金等 408,252

      その他の業務費用 12,671

        支払利息 9,500

        徴収不能引当金繰入額 84

        維持補修費 184,788

        減価償却費 343,607

        その他 -

        その他 108,076

      物件費等 1,094,857

        物件費 566,462

        職員給与費 395,769

        賞与等引当金繰入額 32,904

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,453,044

    業務費用 1,644,277

      人件費 536,749

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 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 6,295,298 9,366,969 △ 3,071,671

  純行政コスト（△） △ 2,337,132 △ 2,337,132

  財源 2,485,544 2,485,544

    税収等 2,091,955 2,091,955

    国県等補助金 393,589 393,589

  本年度差額 148,412 148,412

  固定資産等の変動（内部変動） 52,477 △ 52,477

    有形固定資産等の増加 322,262 △ 322,262

    有形固定資産等の減少 △ 343,607 343,607

    貸付金・基金等の増加 168,734 △ 168,734

    貸付金・基金等の減少 △ 94,912 94,912

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 148,412 52,477 95,936

本年度末純資産残高 6,443,710 9,419,446 △ 2,975,735

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

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 16,654

本年度歳計外現金増減額 △ 1,641

本年度末歳計外現金残高 15,013

本年度末現金預金残高 206,712

    その他の収入 -

財務活動収支 △ 66,083

本年度資金収支額 △ 6,813

前年度末資金残高 198,513

本年度末資金残高 191,699

  財務活動支出 355,635

    地方債償還支出 295,701

    その他の支出 59,934

  財務活動収入 289,552

    地方債発行収入 289,552

    貸付金元金回収収入 19,805

    資産売却収入 6,519

    その他の収入 32,760

投資活動収支 △ 283,474

【財務活動収支】

    貸付金支出 20,400

    その他の支出 -

  投資活動収入 239,977

    国県等補助金収入 106,301

    基金取崩収入 74,593

【投資活動収支】

  投資活動支出 523,451

    公共施設等整備費支出 322,262

    基金積立金支出 180,789

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 56,306

業務活動収支 342,744

  業務収入 2,392,696

    税収等収入 2,093,431

    国県等補助金収入 230,983

    使用料及び手数料収入 17,257

    その他の収入 51,025

    移転費用支出 808,766

      補助金等支出 408,252

      社会保障給付支出 55,457

      他会計への繰出支出 340,633

      その他の支出 4,424

    業務費用支出 1,297,492

      人件費支出 534,086

      物件費等支出 751,250

      支払利息支出 9,500

      その他の支出 2,656

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,106,258


