
【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 42,685,369   固定負債 15,439,301

    有形固定資産 40,662,672     地方債等 13,443,782

      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 1,167,934

        立木竹 34,728     損失補償等引当金 -

        建物 19,265,424     その他 827,584

        建物減価償却累計額 △ 11,728,295   流動負債 1,538,881

        工作物 1,130,764     １年内償還予定地方債 1,389,169

        工作物減価償却累計額 △ 705,816     未払金 10,601

        船舶 -     未払費用 3,584

        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 86,839

        航空機 -     預り金 48,689

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 16,978,181

        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 44,260,217

      インフラ資産 28,621,657   余剰分（不足分） △ 15,716,580

        土地 392,942   他団体出資等分 -

        建物 2,004,236

        建物減価償却累計額 △ 1,050,191

        工作物 56,907,229

        工作物減価償却累計額 △ 29,746,839

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 114,280

      物品 2,950,541

      物品減価償却累計額 △ 2,165,906

    無形固定資産 28,031

      ソフトウェア 26,052

      その他 1,978

    投資その他の資産 1,994,667

      投資及び出資金 113,133

        有価証券 10,621

        出資金 102,512

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 101,243

      長期貸付金 100,241

      基金 1,685,018

        減債基金 -

        その他 1,685,018

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 4,968

  流動資産 2,836,449

    現金預金 1,199,356

    未収金 59,015

    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 6,930

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 3,698

  繰延資産 - 純資産合計 28,543,637

資産合計 45,521,819 負債及び純資産合計 45,521,819

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）

        職員給与費 1,058,737

        賞与等引当金繰入額

  経常費用 10,856,440

    業務費用 5,153,903

      人件費 1,322,334

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

86,957

        退職手当引当金繰入額 32,443

        その他 144,197

      物件費等 3,557,800

        物件費 1,627,056

        維持補修費 147,774

        減価償却費 1,776,745

        その他 6,225

      その他の業務費用 273,770

        支払利息 201,394

        徴収不能引当金繰入額 7,887

        その他 64,488

    移転費用 5,702,536

      補助金等 5,005,887

      社会保障給付 668,346

      その他 28,304

  経常収益 702,747

    使用料及び手数料 557,660

    その他 145,087

純経常行政コスト 10,153,693

  臨時損失 6,270

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,069

    損失補償等引当金繰入額 -

    投資損失引当金繰入額 -

    その他 201

  臨時利益 236

10,159,727

    資産売却益 236

    その他 -

純行政コスト



【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 29,217,921 45,078,474 △ 15,860,553 -

  純行政コスト（△） △ 10,159,727 △ 10,159,727 -

  財源 9,485,225 9,485,225 -

    税収等 6,523,363 6,523,363 -

    国県等補助金 2,961,861 2,961,861 -

  本年度差額 △ 674,502 △ 674,502 -

  固定資産等の変動（内部変動） △ 803,476 803,476

    有形固定資産等の増加 1,017,973 △ 1,017,973

    有形固定資産等の減少 △ 1,782,813 1,782,813

    貸付金・基金等の増加 345,255 △ 345,255

    貸付金・基金等の減少 △ 383,891 383,891

  資産評価差額 △ 1 △ 1

  無償所管換等 220 220

  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 - △ 15,000 15,000

  本年度純資産変動額 △ 674,284 △ 818,257 143,973 -

本年度末純資産残高 28,543,637 44,260,217 △ 15,716,580 -

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）

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 9,040,467

    業務費用支出 3,338,273

      人件費支出 1,287,036

      物件費等支出 1,784,804

      支払利息支出 201,747

      その他の支出 64,686

    移転費用支出 5,702,194

      補助金等支出 5,005,887

      社会保障給付支出 668,346

      その他の支出 27,961

  業務収入 10,071,326

    税収等収入 6,502,387

    国県等補助金収入 2,860,922

    使用料及び手数料収入 566,001

    その他の収入 142,017

  臨時支出 201

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 201

  臨時収入 -

業務活動収支 1,030,658

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,494,920

    公共施設等整備費支出 1,017,973

    基金積立金支出 327,742

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 149,205

    その他の支出 -

  投資活動収入 672,793

    国県等補助金収入 146,632

    基金取崩収入 362,604

    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 △ 822,127

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,219,759

    地方債等償還支出 1,219,759

    その他の支出 -

  財務活動収入 986,300

    地方債等発行収入 986,300

    その他の収入 -

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 1,199,356

財務活動収支 △ 233,459

本年度資金収支額 △ 24,928

前年度末資金残高 1,197,020

本年度末資金残高 1,172,092

比例連結割合変更に伴う差額 -


