
【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 27,729,755   固定負債 8,428,822

    有形固定資産 25,977,530     地方債 7,314,472

      事業用資産 11,256,380     長期未払金 -

        土地 3,129,996     退職手当引当金 1,114,350

        立木竹 34,728     損失補償等引当金 -

        建物 19,265,424     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 11,728,295   流動負債 942,887

        工作物 1,130,764     １年内償還予定地方債 834,370

        工作物減価償却累計額 △ 705,816     未払金 -

        船舶 -     未払費用 1,626

        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 79,627

        航空機 -     預り金 27,264

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 9,371,709

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 129,579   固定資産等形成分 29,304,603

      インフラ資産 14,547,676   余剰分（不足分） △ 8,804,991

        土地 266,715

        建物 270,675

        建物減価償却累計額 △ 101,696

        工作物 35,628,824

        工作物減価償却累計額 △ 21,615,711

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 98,869

      物品 900,991

      物品減価償却累計額 △ 727,517

    無形固定資産 26,052

      ソフトウェア 26,052

      その他 -

    投資その他の資産 1,726,173

      投資及び出資金 142,053

        有価証券 10,621

        出資金 102,512

        その他 28,920

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 43,629

      長期貸付金 100,241

      基金 1,441,301

        減債基金 -

        その他 1,441,301

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 1,052

  流動資産 2,141,565

    現金預金 556,038

    未収金 10,953

    短期貸付金 14,546

    基金 1,560,301

      財政調整基金 1,266,552

      減債基金 293,750

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 274 純資産合計 20,499,611

資産合計 29,871,321 負債及び純資産合計 29,871,321

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 金額

  経常費用 7,296,411

    業務費用 4,031,868

      人件費 1,226,559

        職員給与費 977,754

        賞与等引当金繰入額 79,627

        退職手当引当金繰入額 29,764

        その他 139,414

      物件費等 2,723,239

        物件費 1,378,351

        維持補修費 88,241

        減価償却費 1,256,647

        その他 -

      その他の業務費用 82,070

        支払利息 54,374

        徴収不能引当金繰入額 1,326

        その他 26,370

    移転費用 3,264,543

      補助金等 1,678,367

      社会保障給付 668,346

      他会計への繰出金 914,886

      その他 2,944

  経常収益 155,607

    使用料及び手数料 51,432

    その他 104,175

純経常行政コスト 7,140,804

  臨時損失 246

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 246

    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 7,140,814

    その他 -

  臨時利益 236

    資産売却益 236



【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 21,065,633 29,818,402 △ 8,752,769

  純行政コスト（△） △ 7,140,814 △ 7,140,814

  財源 6,574,794 6,574,794

    税収等 5,517,117 5,517,117

    国県等補助金 1,057,678 1,057,678

  本年度差額 △ 566,020 △ 566,020

  固定資産等の変動（内部変動） △ 513,798 513,798

    有形固定資産等の増加 613,150 △ 613,150

    有形固定資産等の減少 △ 1,256,894 1,256,894

    貸付金・基金等の増加 344,219 △ 344,219

    貸付金・基金等の減少 △ 214,273 214,273

  資産評価差額 △ 1 △ 1

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 566,021 △ 513,799 △ 52,222

本年度末純資産残高 20,499,611 29,304,603 △ 8,804,991

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）

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 6,005,007

    業務費用支出 2,740,464

      人件費支出 1,194,014

      物件費等支出 1,466,592

      支払利息支出 54,540

      その他の支出 25,317

    移転費用支出 3,264,543

      補助金等支出 1,678,367

      社会保障給付支出 668,346

      他会計への繰出支出 914,886

      その他の支出 2,944

  業務収入 6,739,359

    税収等収入 5,516,678

    国県等補助金収入 1,065,146

    使用料及び手数料収入 51,591

    その他の収入 105,945

  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 734,353

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,104,747

    公共施設等整備費支出 613,150

    基金積立金支出 327,392

    投資及び出資金支出 15,000

    貸付金支出 149,205

    その他の支出 -

  投資活動収入 385,888

    国県等補助金収入 26,686

    基金取崩収入 195,645

    貸付金元金回収収入 163,321

    資産売却収入 236

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 718,859

【財務活動収支】

  財務活動支出 685,187

    地方債償還支出 685,187

    その他の支出 -

  財務活動収入 697,900

    地方債発行収入 697,900

前年度末歳計外現金残高 26,726

本年度歳計外現金増減額 538

本年度末歳計外現金残高 27,264

本年度末現金預金残高 556,038

    その他の収入 -

財務活動収支 12,713

本年度資金収支額 28,207

前年度末資金残高 500,568

本年度末資金残高 528,775


