
【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 136,168,202   固定負債 21,945,105

    有形固定資産 123,351,045     地方債 15,021,714

      事業用資産 55,882,607     長期未払金 -

        土地 17,889,327     退職手当引当金 6,246,287

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,645

        建物 95,755,196     その他 673,459

        建物減価償却累計額 -58,870,195   流動負債 3,872,203

        工作物 2,485,929     １年内償還予定地方債 2,248,728

        工作物減価償却累計額 -1,717,790     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 371,178

        航空機 -     預り金 323,207

        航空機減価償却累計額 -     その他 929,090

        その他 4,095 負債合計 25,817,308

        その他減価償却累計額 -2,457 【純資産の部】

        建設仮勘定 338,501   固定資産等形成分 143,869,366

      インフラ資産 65,688,817   余剰分（不足分） -23,326,401

        土地 17,134,354

        建物 277,574

        建物減価償却累計額 -52,868

        工作物 137,885,110

        工作物減価償却累計額 -89,788,740

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 233,387

      物品 4,884,310

      物品減価償却累計額 -3,104,690

    無形固定資産 190,165

      ソフトウェア 189,369

      その他 796

    投資その他の資産 12,626,992

      投資及び出資金 1,813,652

        有価証券 -

        出資金 1,813,652

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 276,315

      長期貸付金 671,646

      基金 9,887,366

        減債基金 -

        その他 9,887,366

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,987

  流動資産 10,192,071

    現金預金 2,375,728

    未収金 115,333

    短期貸付金 22,348

    基金 7,678,817

      財政調整基金 7,678,817

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -155 純資産合計 120,542,965

資産合計 146,360,273 負債及び純資産合計 146,360,273

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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 28,989,150

    業務費用 18,824,312

      人件費 5,956,140

        職員給与費 4,274,739

        賞与等引当金繰入額 371,178

        退職手当引当金繰入額 161,332

        その他 1,148,890

      物件費等 12,590,639

        物件費 5,455,327

        維持補修費 1,192,565

        減価償却費 5,942,747

        その他 -

      その他の業務費用 277,534

        支払利息 131,898

        徴収不能引当金繰入額 22,142

        その他 123,493

    移転費用 10,164,837

      補助金等 5,173,239

      社会保障給付 3,322,342

      他会計への繰出金 1,577,040

      その他 92,216

  経常収益 1,705,458

    使用料及び手数料 824,823

    その他 880,635

純経常行政コスト 27,283,692

  臨時損失 100,726

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 100,726

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 608

純行政コスト 27,347,610

    その他 -

  臨時利益 36,808

    資産売却益 36,201



【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 121,083,600 147,222,056 -26,138,456

  純行政コスト（△） -27,347,610 -27,347,610

  財源 26,541,978 26,541,978

    税収等 21,947,416 21,947,416

    国県等補助金 4,594,563 4,594,563

  本年度差額 -805,632 -805,632

  固定資産等の変動（内部変動） -3,141,534 3,141,534

    有形固定資産等の増加 2,397,248 -2,397,248

    有形固定資産等の減少 -6,052,641 6,052,641

    貸付金・基金等の増加 1,138,758 -1,138,758

    貸付金・基金等の減少 -624,899 624,899

  資産評価差額 -17,294 -17,294

  無償所管換等 -196,121 -196,121

  その他 478,412 2,260 476,152

  本年度純資産変動額 -540,635 -3,352,690 2,812,054

本年度末純資産残高 120,542,965 143,869,366 -23,326,401

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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 23,247,000

    業務費用支出 13,082,163

      人件費支出 6,181,264

      物件費等支出 6,647,892

      支払利息支出 131,898

      その他の支出 121,108

    移転費用支出 10,164,837

      補助金等支出 5,173,239

      社会保障給付支出 3,322,342

      他会計への繰出支出 1,577,040

      その他の支出 92,216

  業務収入 27,595,174

    税収等収入 21,957,270

    国県等補助金収入 3,918,299

    使用料及び手数料収入 823,201

    その他の収入 896,403

  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 4,348,174

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,267,195

    公共施設等整備費支出 2,382,766

    基金積立金支出 710,629

    投資及び出資金支出 51,600

    貸付金支出 122,200

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,073,831

    国県等補助金収入 676,263

    基金取崩収入 231,100

    貸付金元金回収収入 115,348

    資産売却収入 51,120

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,193,364

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,807,361

    地方債償還支出 2,422,464

    その他の支出 384,897

  財務活動収入 2,001,413

    地方債発行収入 1,459,100

前年度末歳計外現金残高 292,816

本年度歳計外現金増減額 30,391

本年度末歳計外現金残高 323,207

本年度末現金預金残高 2,375,728

    その他の収入 542,313

財務活動収支 -805,948

本年度資金収支額 1,348,862

前年度末資金残高 703,659

本年度末資金残高 2,052,521


