
【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 11,207,852   固定負債 2,955,061

    有形固定資産 9,780,785     地方債 2,455,776

      事業用資産 5,897,006     長期未払金 -

        土地 1,701,543     退職手当引当金 459,117

        立木竹 832,287     損失補償等引当金 -

        建物 6,792,302     その他 40,169

        建物減価償却累計額 -3,677,913   流動負債 363,989

        工作物 826,739     １年内償還予定地方債 300,161

        工作物減価償却累計額 -577,951     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 43,585

        航空機 -     預り金 1,495

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,748

        その他 - 負債合計 3,319,050

        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 12,328,628

      インフラ資産 3,663,656   余剰分（不足分） -3,116,002

        土地 416,825

        建物 1,305

        建物減価償却累計額 -1,305

        工作物 8,489,002

        工作物減価償却累計額 -5,248,252

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,080

      物品 595,959

      物品減価償却累計額 -375,836

    無形固定資産 26,398

      ソフトウェア 19,714

      その他 6,684

    投資その他の資産 1,400,669

      投資及び出資金 41,527

        有価証券 13,000

        出資金 28,527

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 18,253

      長期貸付金 -

      基金 1,332,058

        減債基金 -

        その他 1,332,058

      その他 10,000

      徴収不能引当金 -1,169

  流動資産 1,323,824

    現金預金 194,573

    未収金 8,484

    短期貸付金 -

    基金 1,120,776

      財政調整基金 971,428

      減債基金 149,348

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -9 純資産合計 9,212,626

資産合計 12,531,676 負債及び純資産合計 12,531,676

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）

    その他 -

純行政コスト 3,104,935

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 4,473

    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 3,100,462

  臨時損失 4,473

    災害復旧事業費 -

  経常収益 113,410

    使用料及び手数料 27,913

    その他 85,497

      社会保障給付 432,075

      他会計への繰出金 162,351

      その他 540

        その他 14,519

    移転費用 1,422,188

      補助金等 827,223

      その他の業務費用 30,023

        支払利息 16,106

        徴収不能引当金繰入額 -603

        維持補修費 64,301

        減価償却費 388,629

        その他 1,960

        その他 195,024

      物件費等 1,044,064

        物件費 589,175

        職員給与費 506,755

        賞与等引当金繰入額 43,585

        退職手当引当金繰入額 -27,768

  経常費用 3,213,872

    業務費用 1,791,684

      人件費 717,596

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



【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 9,246,923 12,535,855 -3,288,932

  純行政コスト（△） -3,104,935 -3,104,935

  財源 3,068,646 3,068,646

    税収等 2,588,394 2,588,394

    国県等補助金 480,251 480,251

  本年度差額 -36,289 -36,289

  固定資産等の変動（内部変動） -209,207 209,207

    有形固定資産等の増加 92,333 -92,333

    有形固定資産等の減少 -393,102 393,102

    貸付金・基金等の増加 103,769 -103,769

    貸付金・基金等の減少 -12,208 12,208

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,674 1,674

  その他 318 307 11

  本年度純資産変動額 -34,297 -207,227 172,930

本年度末純資産残高 9,212,626 12,328,628 -3,116,002

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）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 1,495

本年度末歳計外現金残高 1,495

本年度末現金預金残高 194,573

    その他の収入 -

財務活動収支 -113,877

本年度資金収支額 38,642

前年度末資金残高 154,437

本年度末資金残高 193,078

  財務活動支出 294,464

    地方債償還支出 275,716

    その他の支出 18,748

  財務活動収入 180,587

    地方債発行収入 180,587

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 10,000

投資活動収支 -147,942

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 10,000

  投資活動収入 48,161

    国県等補助金収入 38,161

    基金取崩収入 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 196,103

    公共施設等整備費支出 92,333

    基金積立金支出 93,769

    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 -

業務活動収支 300,460

  業務収入 3,147,760

    税収等収入 2,592,259

    国県等補助金収入 442,090

    使用料及び手数料収入 27,913

    その他の収入 85,497

    移転費用支出 1,422,188

      補助金等支出 827,223

      社会保障給付支出 432,075

      他会計への繰出支出 162,351

      その他の支出 540

    業務費用支出 1,425,111

      人件費支出 743,372

      物件費等支出 657,727

      支払利息支出 16,106

      その他の支出 7,906

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 2,847,300


