
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 27,865,360 固定負債 5,824,494

有形固定資産 25,169,526 地方債 4,853,437
事業用資産 6,409,664 長期未払金 -

土地 3,205,222 退職手当引当金 971,057
立木竹 21,660 損失補償等引当金 -
建物 11,482,582 その他 -
建物減価償却累計額 △ 8,475,403 流動負債 660,938
工作物 1,155,928 1年内償還予定地方債 462,885
工作物減価償却累計額 △ 984,699 未払金 47,762
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 870
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 84,942
航空機 - 預り金 54,469
航空機減価償却累計額 - その他 10,009
その他 - 6,485,432
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 4,374 固定資産等形成分 30,081,679

インフラ資産 18,249,215 余剰分（不足分） △ 5,595,821
土地 3,432,981
建物 950,514
建物減価償却累計額 △ 208,350
工作物 34,717,839
工作物減価償却累計額 △ 20,651,094
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 7,324

物品 1,673,911
物品減価償却累計額 △ 1,163,264

無形固定資産 2,740
ソフトウェア -
その他 2,740

投資その他の資産 2,693,094
投資及び出資金 170,972

有価証券 141,212
出資金 29,760
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 191,380
長期貸付金 -
基金 2,345,001

減債基金 -
その他 2,345,001

その他 -
徴収不能引当金 △ 14,260

流動資産 3,105,930
現金預金 779,854
未収金 111,009
短期貸付金 -
基金 2,216,319

財政調整基金 1,711,957
減債基金 504,362

棚卸資産 4,441
その他 2,000
徴収不能引当金 △ 7,693

繰延資産 0 24,485,858
30,971,290 30,971,290

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
全体貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



全体 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

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

資産売却益

その他

純行政コスト

4,923

【様式第２号】

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

科目 金額

10,502,928

4,189,868

1,220,558

1,066,882

83,604

4,925,609

65,149

2,813,153

1,679,477

107,723

1,024,783

1,170

156,157

28,540

10,527

117,090

6,313,060

-

904,791

476,712

5,948

971,532

553,480

418,052

9,531,396

1,626,705

2,597

5,855

-

1,618,253

108

108

-

11,157,993



全体 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 30,488,432 △ 5,790,313

純行政コスト（△） 11,157,993

財源 10,939,355

税収等 7,534,176

国県等補助金 3,405,178

本年度差額 △ 218,638

固定資産等の変動（内部変動） △ 414,524 414,524

有形固定資産等の増加 432,546 △ 432,546

有形固定資産等の減少 △ 1,028,154 1,028,154

貸付金・基金等の増加 373,817 △ 373,817

貸付金・基金等の減少 △ 192,733 192,733

資産評価差額 4,246

無償所管換等 4,475

その他 △ 950 △ 1,394

本年度純資産変動額 △ 406,753 194,492

本年度末純資産残高 30,081,679 △ 5,595,821

△ 218,638

【様式第３号】

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

24,698,119

11,157,993

10,939,355

7,534,176

3,405,178

4,475

△ 2,344

△ 212,261

24,485,858

4,246



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 9,451,682

業務費用支出 3,138,622

人件費支出 1,210,873

物件費等支出 1,776,178

支払利息支出 28,540

その他の支出 123,031

移転費用支出 6,313,060

補助金等支出 4,925,992

社会保障給付支出 904,791

他会計への繰出支出 476,329

その他の支出 5,948

業務収入 11,729,223

税収等収入 7,795,541

国県等補助金収入 3,052,088

使用料及び手数料収入 558,903

その他の収入 322,692

臨時支出 1,626,488

災害復旧事業費支出 2,597

その他の支出 1,623,890

臨時収入 -

業務活動収支 651,053

【投資活動収支】

投資活動支出 832,646

公共施設等整備費支出 450,948

基金積立金支出 373,698

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 -

その他の支出 8,000

投資活動収入 252,952

国県等補助金収入 36,664

基金取崩収入 160,943

貸付金元金回収収入 -

資産売却収入 108

その他の収入 55,237

投資活動収支 △ 579,694

【財務活動収支】

財務活動支出 471,651

地方債償還支出 471,651

その他の支出 -

財務活動収入 416,635

地方債発行収入 416,635

その他の収入 -

財務活動収支 △ 55,016

16,343

709,042

725,384

前年度末歳計外現金残高 60,472

本年度歳計外現金増減額 △ 6,003

本年度末歳計外現金残高 54,469

本年度末現金預金残高 779,854

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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

科目 金額

本年度資金収支額


