
【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 27,105,441 固定負債 8,595,607

有形固定資産 25,168,130 地方債 7,680,300
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 713,488
建物減価償却累計額 -9,325,491 流動負債 1,162,676
工作物 328,646 1年内償還予定地方債 1,003,281
工作物減価償却累計額 -232,152 未払金 46,571
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 97,011
航空機 -            預り金 8,483
航空機減価償却累計額 -            その他 7,330
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 15,518,069
土地 66,802
建物 2,806,135
建物減価償却累計額 -1,423,542
工作物 30,413,494
工作物減価償却累計額 -16,344,820
その他 -            負債合計 9,758,284
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 27,494,088

物品 1,207,174 余剰分（不足分） -9,473,093
物品減価償却累計額 -997,252 他団体出資等分 -            

無形固定資産 1,585
ソフトウェア 1,415
その他 170

投資その他の資産 1,935,727
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 41,040
長期貸付金 4,000
基金 621,065

減債基金 31,223
その他 589,842

その他 312,246
徴収不能引当金 -4,146

流動資産 673,837
現金預金 97,873
未収金 143,650
短期貸付金 -            
基金 425,541

財政調整基金 425,541
その他 -            

棚卸資産 7,156
その他 211
徴収不能引当金 -593

純資産合計 18,020,995
資産合計 27,779,279 負債及び純資産合計 27,779,279

科目 科目

全体貸借対照表
(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 5,739,558

業務費用 3,996,134
人件費 1,515,997

職員給与費 1,356,418
賞与等引当金繰入額 36,501
退職手当引当金繰入額 -                
その他 123,077

物件費等 2,276,583
物件費 1,177,689
維持補修費 32,322
減価償却費 1,066,572
その他 -                

その他の業務費用 203,554
支払利息 109,036
徴収不能引当金繰入額 4,695
その他 89,822

移転費用 1,743,424
補助金等 1,106,505
社会保障給付 624,706
他会計への繰出金 -                
その他 12,213

経常収益 1,686,261
使用料及び手数料 879,201
その他 807,060

純経常行政コスト 4,053,297
【純行政コスト】

臨時損失 1,449
災害復旧事業費 -                
資産除売却損 1,142
投資損失引当金繰入額 -                
損失補償等引当金繰入額 -                
その他 307

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

純行政コスト 4,049,189

科目

全体行政コスト計算書
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 18,108,643 28,976,057 -10,867,413 -            
純行政コスト（△） -4,049,189 -4,049,189 -            
財源 3,675,578 3,675,578 -            

税収等 3,050,031 3,050,031 -            
国県等補助金 625,547 625,547 -            

本年度差額 -373,611 -373,611 -            
固定資産等の変動（内部変動） -1,011,990 1,011,990

有形固定資産等の増加 163,455 -163,455
有形固定資産等の減少 -1,071,057 1,071,057
貸付金・基金等の増加 303,632 -303,632
貸付金・基金等の減少 -408,019 408,019

資産評価差額 -            -            
無償所管換等 -74,879 -74,879
その他 360,842 -395,100 755,942
本年度純資産変動額 -87,649 -1,481,969 1,394,320 -            

本年度末純資産残高 18,020,995 27,494,088 -9,473,093 -            

他団体出資等分

全体純資産変動計算書
自平成30年4月 1日
至平成31年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）
金額

【業務活動収支】
業務支出 4,643,335

業務費用支出 2,899,910
人件費支出 1,515,247
物件費等支出 1,190,758
支払利息支出 109,036
その他の支出 84,869

移転費用支出 1,743,424
補助金等支出 1,106,505
社会保障給付支出 624,706
他会計への繰出支出 -                
その他の支出 12,213

業務収入 5,165,039
税収等収入 3,052,135
国県等補助金収入 579,744
使用料及び手数料収入 785,079
その他の収入 748,081

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 561,095
【投資活動収支】

投資活動支出 332,684
公共施設等整備費支出 163,455
基金積立金支出 133,229
投資及び出資金支出 14,000
貸付金支出 22,000
その他の支出 -                

投資活動収入 257,484
国県等補助金収入 10,988
基金取崩収入 215,820
貸付金元金回収収入 22,000
資産売却収入 8,601
その他の収入 76

投資活動収支合計 -75,201
【財務活動収支】

財務活動支出 1,186,642
地方債償還支出 1,180,708
その他の支出 5,934

財務活動収入 689,625
地方債発行収入 565,877
その他の収入 123,748

財務活動収支合計 -497,017
本年度資金収支額 -11,122
前年度末資金残高 102,995
本年度末資金残高 91,872

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 97,873

科目

全体資金収支計算書
自平成30年4月 1日
至平成31年3月31日


