
【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 9,777,319   固定負債 3,817,392

    有形固定資産 8,062,911     地方債等 3,444,843

      事業用資産 3,673,491     長期未払金 -

        土地 993,698     退職手当引当金 372,549

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,306,586     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 5,913,480   流動負債 504,348

        工作物 894,302     １年内償還予定地方債 450,162

        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 39,173

        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 4,321,739

        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 11,330,531

      インフラ資産 4,214,809   余剰分（不足分） △ 4,046,953

        土地 50,244   他団体出資等分 -

        建物 59,639

        建物減価償却累計額 △ 5,137

        工作物 8,525,424

        工作物減価償却累計額 △ 4,522,669

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 107,308

      物品 901,717

      物品減価償却累計額 △ 727,107

    無形固定資産 6,210

      ソフトウェア 6,210

      その他 -

    投資その他の資産 1,708,198

      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 30,291

      長期貸付金 41,873

      基金 1,611,073

        減債基金 -

        その他 1,611,073

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 206

  流動資産 1,827,998

    現金預金 272,218

    未収金 2,580

    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 △ 12

  繰延資産 - 純資産合計 7,283,578

資産合計 11,605,317 負債及び純資産合計 11,605,317

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    投資損失引当金繰入額

  臨時利益 6,519

3,127,526

    資産売却益 6,519

    その他 -

純行政コスト

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純経常行政コスト 3,134,045

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 283,220

    使用料及び手数料 97,265

    その他 185,955

      補助金等 1,285,209

      社会保障給付 58,324

      その他 6,053

        徴収不能引当金繰入額 219

        その他 19,069

    移転費用 1,349,585

        その他 -

      その他の業務費用 40,280

        支払利息 20,993

        物件費 749,831

        維持補修費 210,254

        減価償却費 445,234

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 110,074

      物件費等 1,405,318

-

全体行政コスト計算書
自　平成30年　4月　1日
至　平成31年　3月31日

科目 金額

  経常費用 3,417,265

    業務費用 2,067,680

      人件費 622,082

        職員給与費 472,835

        賞与等引当金繰入額 39,173



【様式第3号】

（単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 7,088,711 11,214,520 △ 4,125,808 -

  純行政コスト（△） △ 3,127,526 △ 3,127,526 -

  財源 3,322,393 3,322,393 -

    税収等 2,406,389 2,406,389 -

    国県等補助金 916,004 916,004 -

  本年度差額 194,867 194,867 -

  固定資産等の変動（内部変動） 116,012 △ 116,012

    有形固定資産等の増加 486,024 △ 486,024

    有形固定資産等の減少 △ 445,234 445,234

    貸付金・基金等の増加 173,022 △ 173,022

    貸付金・基金等の減少 △ 97,800 97,800

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 194,867 116,012 78,855 -

本年度末純資産残高 7,283,578 11,330,531 △ 4,046,953 -

全体純資産変動計算書
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 272,218

財務活動収支 △ 55,642

本年度資金収支額 △ 40,019

前年度末資金残高 297,224

本年度末資金残高 257,205

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等償還支出 382,860

    その他の支出 59,934

  財務活動収入 387,152

    地方債等発行収入 387,152

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,519

    その他の収入 32,760

投資活動収支 △ 409,149

【財務活動収支】

  財務活動支出 442,794

    その他の支出 -

  投資活動収入 281,737

    国県等補助金収入 148,061

    基金取崩収入 74,593

    貸付金元金回収収入 19,805

  投資活動支出 690,886

    公共施設等整備費支出 486,024

    基金積立金支出 184,462

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,400

    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 424,773

【投資活動収支】

    税収等収入 2,408,882

    国県等補助金収入 711,637

    使用料及び手数料収入 96,966

    その他の収入 118,300

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,349,585

      補助金等支出 1,285,209

      社会保障給付支出 58,324

      その他の支出 6,053

  業務収入 3,335,785

    業務費用支出 1,617,734

      人件費支出 619,307

      物件費等支出 960,084

      支払利息支出 20,993

      その他の支出 17,349

全体資金収支計算書
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 2,967,319


