
【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 13,015,961   固定負債 3,543,966

    有形固定資産 11,488,855     地方債 2,580,925

      事業用資産 5,728,761     長期未払金 -

        土地 1,366,489     退職手当引当金 923,502

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,768,812     その他 39,538

        建物減価償却累計額 -4,830,060   流動負債 363,094

        工作物 671,934     １年内償還予定地方債 275,803

        工作物減価償却累計額 -269,874     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 216

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 52,235

        航空機 -     預り金 19,435

        航空機減価償却累計額 -     その他 15,405

        その他 - 負債合計 3,907,060

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,460   固定資産等形成分 13,944,742

      インフラ資産 5,613,245   余剰分（不足分） -3,124,635

        土地 63,383

        建物 150,864

        建物減価償却累計額 -126,898

        工作物 12,333,512

        工作物減価償却累計額 -6,996,499

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 188,882

      物品 454,308

      物品減価償却累計額 -307,458

    無形固定資産 6,097

      ソフトウェア 6,097

      その他 0

    投資その他の資産 1,521,008

      投資及び出資金 501,022

        有価証券 -

        出資金 501,022

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 35,350

      長期貸付金 -

      基金 985,792

        減債基金 -

        その他 985,792

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,156

  流動資産 1,711,205

    現金預金 254,972

    未収金 540,405

    短期貸付金 -

    基金 928,780

      財政調整基金 882,427

      減債基金 46,353

    棚卸資産 4,719

    その他 -

    徴収不能引当金 -17,671 純資産合計 10,820,107

資産合計 14,727,166 負債及び純資産合計 14,727,166

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 0

純行政コスト 3,169,215

    その他 -

  臨時利益 10,584

    資産売却益 10,584

    資産除売却損 -

    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 3,179,799

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 312,411

    使用料及び手数料 120,725

    その他 191,686

      社会保障給付 279,960

      他会計への繰出金 257,913

      その他 21,605

        その他 7,967

    移転費用 1,360,031

      補助金等 800,554

      その他の業務費用 45,869

        支払利息 20,231

        徴収不能引当金繰入額 17,671

        維持補修費 53,799

        減価償却費 555,059

        その他 -

        その他 117,130

      物件費等 1,287,632

        物件費 678,774

        職員給与費 629,312

        賞与等引当金繰入額 52,235

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,492,210

    業務費用 2,132,178

      人件費 798,677

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 10,579,561 14,233,394 -3,653,833

  純行政コスト（△） -3,169,215 -3,169,215

  財源 3,409,761 3,409,761

    税収等 2,322,732 2,322,732

    国県等補助金 1,087,028 1,087,028

  本年度差額 240,546 240,546

  固定資産等の変動（内部変動） -288,653 288,653

    有形固定資産等の増加 278,873 -278,873

    有形固定資産等の減少 -555,059 555,059

    貸付金・基金等の増加 825,930 -825,930

    貸付金・基金等の減少 -838,397 838,397

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 240,546 -288,653 529,198

本年度末純資産残高 10,820,107 13,944,742 -3,124,635

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 18,924

本年度歳計外現金増減額 727

本年度末歳計外現金残高 19,651

本年度末現金預金残高 254,972

    その他の収入 -

財務活動収支 -36,148

本年度資金収支額 48,935

前年度末資金残高 186,386

本年度末資金残高 235,321

  財務活動支出 284,548

    地方債償還支出 267,718

    その他の支出 16,829

  財務活動収入 248,400

    地方債発行収入 248,400

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 15,400

    その他の収入 -

投資活動収支 302,472

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,008,540

    国県等補助金収入 553,189

    基金取崩収入 439,951

【投資活動収支】

  投資活動支出 706,068

    公共施設等整備費支出 278,873

    基金積立金支出 427,195

    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 0

業務活動収支 -217,390

  業務収入 2,702,379

    税収等収入 2,321,358

    国県等補助金収入 124,814

    使用料及び手数料収入 120,934

    その他の収入 135,274

    移転費用支出 1,360,031

      補助金等支出 800,554

      社会保障給付支出 279,960

      他会計への繰出支出 257,913

      その他の支出 21,605

    業務費用支出 1,559,738

      人件費支出 798,966

      物件費等支出 732,573

      支払利息支出 20,231

      その他の支出 7,967

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 2,919,769


