
【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 15,473,040   固定負債 5,112,375

    有形固定資産 14,327,761     地方債 4,395,610

      事業用資産 7,704,385     長期未払金 -

        土地 2,463,216     退職手当引当金 716,765

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,481,115     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,082,576   流動負債 610,725

        工作物 50,560     １年内償還予定地方債 563,030

        工作物減価償却累計額 -9,199     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 45,580

        航空機 -     預り金 2,115

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,723,100

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 801,270   固定資産等形成分 16,140,482

      インフラ資産 6,567,938   余剰分（不足分） -5,223,163

        土地 99,007

        建物 40,845

        建物減価償却累計額 -

        工作物 17,912,040

        工作物減価償却累計額 -11,536,801

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 52,847

      物品 409,736

      物品減価償却累計額 -354,298

    無形固定資産 9,148

      ソフトウェア 9,148

      その他 -

    投資その他の資産 1,136,132

      投資及び出資金 157,868

        有価証券 86,427

        出資金 71,441

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 25,107

      長期貸付金 -

      基金 955,315

        減債基金 115,001

        その他 840,314

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,158

  流動資産 1,167,379

    現金預金 177,626

    未収金 323,355

    短期貸付金 -

    基金 667,442

      財政調整基金 667,442

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,044 純資産合計 10,917,320

資産合計 16,640,419 負債及び純資産合計 16,640,419

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 4,149,768

    その他 -

  臨時利益 7,730

    資産売却益 7,730

    資産除売却損 14,296

    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 4,088,846

  臨時損失 68,652

    災害復旧事業費 54,356

  経常収益 204,854

    使用料及び手数料 67,385

    その他 137,469

      社会保障給付 450,882

      他会計への繰出金 286,640

      その他 38,661

        その他 7,936

    移転費用 1,819,796

      補助金等 1,043,613

      その他の業務費用 27,446

        支払利息 19,798

        徴収不能引当金繰入額 -288

        維持補修費 138,939

        減価償却費 611,850

        その他 5,520

        その他 286,708

      物件費等 1,419,635

        物件費 663,325

        職員給与費 694,535

        賞与等引当金繰入額 45,580

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,293,700

    業務費用 2,473,904

      人件費 1,026,823

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 10,771,408 16,084,749 -5,313,341

  純行政コスト（△） -4,149,768 -4,149,768

  財源 4,313,402 4,313,402

    税収等 3,230,632 3,230,632

    国県等補助金 1,082,770 1,082,770

  本年度差額 163,634 163,634

  固定資産等の変動（内部変動） 73,456 -73,456

    有形固定資産等の増加 1,121,571 -1,121,571

    有形固定資産等の減少 -626,147 626,147

    貸付金・基金等の増加 110,447 -110,447

    貸付金・基金等の減少 -532,415 532,415

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -17,722 -17,722

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 145,912 55,734 90,178

本年度末純資産残高 10,917,320 16,140,482 -5,223,163

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 2,036

本年度歳計外現金増減額 78

本年度末歳計外現金残高 2,115

本年度末現金預金残高 177,626

    その他の収入 -

財務活動収支 69,127

本年度資金収支額 63,561

前年度末資金残高 111,951

本年度末資金残高 175,511

  財務活動支出 505,167

    地方債償還支出 505,167

    その他の支出 -

  財務活動収入 574,294

    地方債発行収入 574,294

    貸付金元金回収収入 30,000

    資産売却収入 7,731

    その他の収入 -

投資活動収支 -319,916

【財務活動収支】

    貸付金支出 30,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 912,103

    国県等補助金収入 380,087

    基金取崩収入 494,285

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,232,018

    公共施設等整備費支出 1,121,571

    基金積立金支出 80,447

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 54,356

    災害復旧事業費支出 54,356

    その他の支出 -

  臨時収入 25,622

業務活動収支 314,349

  業務収入 4,027,082

    税収等収入 3,240,969

    国県等補助金収入 598,341

    使用料及び手数料収入 68,347

    その他の収入 119,425

    移転費用支出 1,819,796

      補助金等支出 1,043,613

      社会保障給付支出 450,882

      他会計への繰出支出 286,640

      その他の支出 38,661

    業務費用支出 1,864,203

      人件費支出 1,028,685

      物件費等支出 807,784

      支払利息支出 19,798

      その他の支出 7,936

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 3,683,999


