
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 16,651,024   固定負債 4,670,598

    有形固定資産 16,017,734     地方債 4,051,423

      事業用資産 5,870,945     長期未払金 -

        土地 3,154,260     退職手当引当金 595,588

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,802,742     その他 23,588

        建物減価償却累計額 -7,357,619   流動負債 591,873

        工作物 992,000     １年内償還予定地方債 492,273

        工作物減価償却累計額 -720,438     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 44,891

        航空機 -     預り金 11,059

        航空機減価償却累計額 -     その他 43,650

        その他 - 負債合計 5,262,471

        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 16,958,526

      インフラ資産 9,995,456   余剰分（不足分） -5,195,283

        土地 264,086

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 33,302,400

        工作物減価償却累計額 -23,648,667

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 77,636

      物品 433,036

      物品減価償却累計額 -281,702

    無形固定資産 113,507

      ソフトウェア 113,507

      その他 -

    投資その他の資産 519,783

      投資及び出資金 105,472

        有価証券 2,044

        出資金 103,428

        その他 -

      投資損失引当金 -56,196

      長期延滞債権 6,742

      長期貸付金 -

      基金 464,116

        減債基金 36,295

        その他 427,821

      その他 -

      徴収不能引当金 -353

  流動資産 374,690

    現金預金 63,511

    未収金 3,846

    短期貸付金 -

    基金 307,502

      財政調整基金 307,502

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -169 純資産合計 11,763,243

資産合計 17,025,714 負債及び純資産合計 17,025,714

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）
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【様式第2号】

会計：一般会計 （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

科目名 金額

  経常費用 3,423,737

    業務費用 2,330,998

      人件費 628,069

        職員給与費 531,616

        賞与等引当金繰入額 44,891

        退職手当引当金繰入額 11,914

        その他 39,648

      物件費等 1,666,243

        物件費 716,585

        維持補修費 38,181

        減価償却費 911,477

        その他 -

      その他の業務費用 36,686

        支払利息 27,499

        徴収不能引当金繰入額 353

        その他 8,833

    移転費用 1,092,740

      補助金等 395,028

      社会保障給付 224,294

      他会計への繰出金 472,640

      その他 778

  経常収益 112,562

    使用料及び手数料 41,149

    その他 71,413

純経常行政コスト 3,311,176

  臨時損失 35,402

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 20,534

    投資損失引当金繰入額 14,868

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 2,459

    資産売却益 2,459

    その他 -

純行政コスト 3,344,118
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【様式第3号】

会計：一般会計 （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 12,333,452 17,746,807 -5,413,356

  純行政コスト（△） -3,344,118 -3,344,118

  財源 2,771,463 2,771,463

    税収等 2,416,198 2,416,198

    国県等補助金 355,265 355,265

  本年度差額 -572,655 -572,655

  固定資産等の変動（内部変動） -790,728 790,728

    有形固定資産等の増加 166,114 -166,114

    有形固定資産等の減少 -924,525 924,525

    貸付金・基金等の増加 129,456 -129,456

    貸付金・基金等の減少 -161,774 161,774

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,446 2,446

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -570,209 -788,281 218,073

本年度末純資産残高 11,763,243 16,958,526 -5,195,283

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

－３－



【様式第4号】

会計：一般会計 （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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,500,683

    業務費用支出 1,407,943

      人件費支出 616,919

      物件費等支出 754,766

      支払利息支出 27,499

      その他の支出 8,758

    移転費用支出 1,092,740

      補助金等支出 395,028

      社会保障給付支出 224,294

      他会計への繰出支出 472,640

      その他の支出 778

  業務収入 2,754,462

    税収等収入 2,415,009

    国県等補助金収入 226,894

    使用料及び手数料収入 41,154

    その他の収入 71,405

  臨時支出 13,448

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 13,448

  臨時収入 70,960

業務活動収支 311,291

【投資活動収支】

  投資活動支出 288,469

    公共施設等整備費支出 166,114

    基金積立金支出 122,355

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 206,311

    国県等補助金収入 57,411

    基金取崩収入 140,183

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 8,421

    その他の収入 296

投資活動収支 -82,158

【財務活動収支】

  財務活動支出 521,592

    地方債償還支出 495,983

    その他の支出 25,608

  財務活動収入 318,758

    地方債発行収入 318,758

    その他の収入 -

財務活動収支 -202,834

本年度資金収支額 26,299

前年度末資金残高 26,153

本年度末資金残高 52,452

前年度末歳計外現金残高 13,713

本年度歳計外現金増減額 -2,653

本年度末歳計外現金残高 11,059

本年度末現金預金残高 63,511
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