
【様式第1号】

（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 109,366,199   固定負債 22,412,160

    有形固定資産 95,442,295     地方債 15,993,343

      事業用資産 38,161,891     長期未払金 -

        土地 23,441,035     退職手当引当金 1,766,607

        立木竹 -     損失補償等引当金 35,100

        建物 44,708,778     その他 4,617,109

        建物減価償却累計額 -30,834,723   流動負債 1,790,866

        工作物 1,267,851     １年内償還予定地方債 1,477,143

        工作物減価償却累計額 -565,738     未払金 87

        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 199,575

        航空機 -     預り金 41,542

        航空機減価償却累計額 -     その他 72,519

        その他 18,713 負債合計 24,203,026

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 125,976   固定資産等形成分 112,850,579

      インフラ資産 55,380,521   余剰分（不足分） -23,351,368

        土地 4,321,005

        建物 101,013

        建物減価償却累計額 -42,055

        工作物 136,365,626

        工作物減価償却累計額 -87,983,382

        その他 35,510

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,582,803

      物品 3,729,545

      物品減価償却累計額 -1,829,662

    無形固定資産 3,185

      ソフトウェア 3,185

      その他 0

    投資その他の資産 13,920,718

      投資及び出資金 9,959,621

        有価証券 29,311

        出資金 9,930,310

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 367,621

      長期貸付金 -

      基金 3,619,294

        減債基金 -

        その他 3,619,294

      その他 -

      徴収不能引当金 -25,819

  流動資産 4,336,037

    現金預金 696,878

    未収金 165,564

    短期貸付金 -

    基金 3,484,380

      財政調整基金 3,017,869

      減債基金 466,510

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,784 純資産合計 89,499,210

資産合計 113,702,236 負債及び純資産合計 113,702,236

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 204,688

純行政コスト 21,806,224

    その他 -

  臨時利益 205,750

    資産売却益 1,062

    資産除売却損 0

    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 22,011,974

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

  経常収益 474,316

    使用料及び手数料 208,875

    その他 265,441

      社会保障給付 4,332,860

      他会計への繰出金 2,475,596

      その他 7,032

        その他 111,765

    移転費用 9,469,232

      補助金等 2,653,744

      その他の業務費用 253,689

        支払利息 111,484

        徴収不能引当金繰入額 30,440

        維持補修費 562,057

        減価償却費 3,829,424

        その他 -

        その他 507,325

      物件費等 9,592,310

        物件費 5,200,829

        職員給与費 2,464,159

        賞与等引当金繰入額 199,575

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 22,486,289

    業務費用 13,017,058

      人件費 3,171,059

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】

（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 92,409,065 115,611,848 -23,202,783

  純行政コスト（△） -21,806,224 -21,806,224

  財源 18,857,149 18,857,149

    税収等 14,395,715 14,395,715

    国県等補助金 4,461,434 4,461,434

  本年度差額 -2,949,075 -2,949,075

  固定資産等の変動（内部変動） -2,785,287 2,785,287

    有形固定資産等の増加 961,012 -961,012

    有形固定資産等の減少 -3,829,424 3,829,424

    貸付金・基金等の増加 1,531,069 -1,531,069

    貸付金・基金等の減少 -1,447,944 1,447,944

  資産評価差額 -8,360 -8,360

  無償所管換等 44,341 44,341

  その他 3,239 -11,962 15,202

  本年度純資産変動額 -2,909,855 -2,761,269 -148,586

本年度末純資産残高 89,499,210 112,850,579 -23,351,368

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 49,527

本年度歳計外現金増減額 -7,985

本年度末歳計外現金残高 41,542

本年度末現金預金残高 696,878

    その他の収入 -

財務活動収支 -252,034

本年度資金収支額 -56,631

前年度末資金残高 711,966

本年度末資金残高 655,336

  財務活動支出 1,548,552

    地方債償還支出 1,479,460

    その他の支出 69,092

  財務活動収入 1,296,518

    地方債発行収入 1,296,518

    貸付金元金回収収入 124,630

    資産売却収入 1,062

    その他の収入 -

投資活動収支 -396,683

【財務活動収支】

    貸付金支出 24,630

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,561,769

    国県等補助金収入 112,763

    基金取崩収入 1,323,314

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,958,452

    公共施設等整備費支出 942,299

    基金積立金支出 886,295

    投資及び出資金支出 105,229

  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 592,086

  業務収入 19,206,928

    税収等収入 14,391,629

    国県等補助金収入 4,348,671

    使用料及び手数料収入 207,879

    その他の収入 258,749

    移転費用支出 9,469,232

      補助金等支出 2,653,744

      社会保障給付支出 4,332,860

      他会計への繰出支出 2,475,596

      その他の支出 7,032

    業務費用支出 9,145,610

      人件費支出 3,159,961

      物件費等支出 5,762,886

      支払利息支出 111,484

      その他の支出 111,279

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 18,614,842


