
【様式第１号】

（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 19,291,479 固定負債 5,088,893

有形固定資産 17,606,476 地方債 4,866,740
事業用資産 9,440,139 長期未払金 -            

土地 2,683,049 退職手当引当金 201,819
立木竹 135,100 損失補償等引当金 -            
建物 15,734,572 その他 20,334
建物減価償却累計額 -9,325,490 流動負債 635,036
工作物 328,646 1年内償還予定地方債 561,658
工作物減価償却累計額 -232,152 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 61,442
航空機 -            預り金 6,001
航空機減価償却累計額 -            その他 5,934
その他 -            
その他減価償却累計額 -            
建設仮勘定 116,414

インフラ資産 8,127,621
土地 60,148
建物 97,681
建物減価償却累計額 -87,085
工作物 18,246,809
工作物減価償却累計額 -10,189,933
その他 -            負債合計 5,723,929
その他減価償却累計額 -            【純資産の部】
建設仮勘定 -            固定資産等形成分 19,697,085

物品 363,856 余剰分（不足分） -5,630,388
物品減価償却累計額 -325,140

無形固定資産 1,415
ソフトウェア 1,415
その他 -            

投資その他の資産 1,683,587
投資及び出資金 961,522

有価証券 70
出資金 961,452
その他

投資損失引当金 -            
長期延滞債権 22,149
長期貸付金 -            
基金 389,885

減債基金 31,223
その他 358,662

その他 312,246
徴収不能引当金 -2,215

流動資産 499,147
現金預金 62,592
未収金 11,126
短期貸付金 -            
基金 425,541

財政調整基金 425,541
その他 -            

棚卸資産 -            
その他 -            
徴収不能引当金 -111

純資産合計 14,066,696
資産合計 19,790,626 負債及び純資産合計 19,790,626

科目 科目

一般会計等貸借対照表
(平成31年3月31日現在）



【様式第２号】

（単位：千円）
金額

【純経常行政コスト】
経常費用 4,767,180

業務費用 2,588,072
人件費 971,189

職員給与費 932,399
賞与等引当金繰入額 2,176
退職手当引当金繰入額 -                
その他 36,614

物件費等 1,561,221
物件費 822,743
維持補修費 27,337
減価償却費 711,141
その他 -                

その他の業務費用 55,662
支払利息 39,008
徴収不能引当金繰入額 2,326
その他 14,328

移転費用 2,179,107
補助金等 1,068,230
社会保障給付 346,610
他会計への繰出金 763,983
その他 284

経常収益 482,384
使用料及び手数料 123,027
その他 359,357

純経常行政コスト 4,284,796
【純行政コスト】

臨時損失
災害復旧事業費 -                
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 -                
その他 -                

臨時利益 5,558
資産売却益 5,558
その他 -                

純行政コスト 4,279,238

科目

一般会計等行政コスト計算書
自平成30年4月 1日
至平成31年3月31日



【様式第３号】

（単位：千円）

固定資産 余剰金
等形成分 （不足分)

前年度末純資産残高 14,928,259 20,896,596 -5,968,337
純行政コスト（△） -4,279,238 -4,279,238
財源 3,866,382 3,866,382

税収等 3,256,033 3,256,033
国県等補助金 610,349 610,349

本年度差額 -412,856 -412,856
固定資産等の変動（内部変動） -750,805 750,805

有形固定資産等の増加 119,414 -119,414
有形固定資産等の減少 -714,184 714,184
貸付金・基金等の増加 226,688 -226,688
貸付金・基金等の減少 -382,723 382,723

資産評価差額
無償所管換等 -74,879 -74,879
その他 -373,827 -373,827
本年度純資産変動額 -861,563 -1,199,512 337,949

本年度末純資産残高 14,066,696 19,697,085 -5,630,388

科目 合計

一般会計等純資産変動計算書
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）
金額

【業務活動収支】
業務支出 4,048,911

業務費用支出 1,869,804
人件費支出 969,013
物件費等支出 850,080
支払利息支出 39,008
その他の支出 11,702

移転費用支出 2,179,107
補助金等支出 1,068,230
社会保障給付支出 346,610
他会計への繰出支出 763,983
その他の支出 284

業務収入 4,242,130
税収等収入 3,258,990
国県等補助金収入 565,641
使用料及び手数料収入 117,121
その他の収入 300,378

臨時支出
災害復旧事業費支出 -                
その他の支出 -                

臨時収入 39,391
国県等補助金収入 39,391
その他の収入 -                

業務活動収支合計 232,609
【投資活動収支】

投資活動支出 209,699
公共施設等整備費支出 119,414
基金積立金支出 56,285
投資及び出資金支出 14,000
貸付金支出 20,000
その他の支出 -                

投資活動収入 249,738
国県等補助金収入 5,318
基金取崩収入 215,820
貸付金元金回収収入 20,000
資産売却収入 8,601
その他の収入 -                

投資活動収支合計 40,039
【財務活動収支】

財務活動支出 682,026
地方債償還支出 676,092
その他の支出 5,934

財務活動収入 405,177
地方債発行収入 405,177
その他の収入 -                

財務活動収支合計 -276,849
本年度資金収支額 -4,201
前年度末資金残高 60,791
本年度末資金残高 56,590

前年度末歳計外現金残高 6,074
本年度歳計外現金増減額 -72
本年度末歳計外現金残高 6,001
本年度末現金預金残高 62,592

科目

一般会計等資金収支計算書
自平成30年4月 1日
至平成31年3月31日


