
【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 28,842,455   固定負債 3,763,676

    有形固定資産 22,308,539     地方債 3,359,161

      事業用資産 5,954,545     長期未払金 -

        土地 928,592     退職手当引当金 404,515

        立木竹 577,145     損失補償等引当金 -

        建物 12,149,444     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,580,602   流動負債 449,010

        工作物 3,207,993     １年内償還予定地方債 405,877

        工作物減価償却累計額 -2,346,204     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 31,212

        航空機 -     預り金 11,921

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,212,686

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 18,176   固定資産等形成分 29,497,716

      インフラ資産 16,108,003   余剰分（不足分） -3,348,450

        土地 46,710

        建物 75,309

        建物減価償却累計額 -57,822

        工作物 31,614,467

        工作物減価償却累計額 -15,750,029

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 179,368

      物品 643,212

      物品減価償却累計額 -397,221

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 6,533,916

      投資及び出資金 25,932

        有価証券 -

        出資金 25,932

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 42,298

      長期貸付金 -

      基金 6,468,627

        減債基金 406,264

        その他 6,062,364

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,941

  流動資産 1,519,497

    現金預金 648,431

    未収金 216,570

    短期貸付金 -

    基金 655,261

      財政調整基金 655,261

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -765 純資産合計 26,149,266

資産合計 30,361,952 負債及び純資産合計 30,361,952

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 3,058,041

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 26,774

    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 3,031,267

  臨時損失 26,774

    災害復旧事業費 -

  経常収益 188,765

    使用料及び手数料 106,471

    その他 82,294

      社会保障給付 138,488

      他会計への繰出金 248,552

      その他 1,286

        その他 12,227

    移転費用 718,263

      補助金等 329,937

      その他の業務費用 24,306

        支払利息 10,702

        徴収不能引当金繰入額 1,377

        維持補修費 211,387

        減価償却費 1,090,257

        その他 0

        その他 30,860

      物件費等 2,059,084

        物件費 757,440

        職員給与費 356,306

        賞与等引当金繰入額 31,212

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,220,031

    業務費用 2,501,768

      人件費 418,378

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 26,391,959 30,013,764 -3,621,805

  純行政コスト（△） -3,058,041 -3,058,041

  財源 2,813,411 2,813,411

    税収等 2,297,812 2,297,812

    国県等補助金 515,599 515,599

  本年度差額 -244,629 -244,629

  固定資産等の変動（内部変動） -517,984 517,984

    有形固定資産等の増加 766,770 -766,770

    有形固定資産等の減少 -1,293,240 1,293,240

    貸付金・基金等の増加 72,081 -72,081

    貸付金・基金等の減少 -63,596 63,596

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1,937 1,937

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -242,693 -516,048 273,355

本年度末純資産残高 26,149,266 29,497,716 -3,348,450

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 10,527

本年度歳計外現金増減額 1,394

本年度末歳計外現金残高 11,921

本年度末現金預金残高 648,431

    その他の収入 -

財務活動収支 -89,813

本年度資金収支額 -10,058

前年度末資金残高 646,568

本年度末資金残高 636,510

  財務活動支出 544,213

    地方債償還支出 531,666

    その他の支出 12,548

  財務活動収入 454,400

    地方債発行収入 454,400

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -497,861

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 109,830

    国県等補助金収入 109,595

    基金取崩収入 235

【投資活動収支】

  投資活動支出 607,691

    公共施設等整備費支出 590,562

    基金積立金支出 17,129

    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 577,616

  業務収入 2,690,686

    税収等収入 2,301,036

    国県等補助金収入 200,847

    使用料及び手数料収入 110,524

    その他の収入 78,280

    移転費用支出 718,263

      補助金等支出 329,937

      社会保障給付支出 138,488

      他会計への繰出支出 248,552

      その他の支出 1,286

    業務費用支出 1,394,807

      人件費支出 411,529

      物件費等支出 968,827

      支払利息支出 10,702

      その他の支出 3,748

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 2,113,070


