
【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 41,918,693   固定負債 5,051,641

    有形固定資産 34,251,419     地方債 3,826,190

      事業用資産 12,034,043     長期未払金 -

        土地 6,361,179     退職手当引当金 1,232,768

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 18,256,103     その他 -7,317

        建物減価償却累計額 -13,150,172   流動負債 1,363,098

        工作物 931,682     １年内償還予定地方債 1,206,464

        工作物減価償却累計額 -719,703     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 79,876

        航空機 -     預り金 69,441

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,317

        その他 - 負債合計 6,414,739

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 354,953   固定資産等形成分 43,775,081

      インフラ資産 22,138,759   余剰分（不足分） -5,922,809

        土地 577,665

        建物 115,336

        建物減価償却累計額 -99,645

        工作物 41,107,478

        工作物減価償却累計額 -19,587,645

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,570

      物品 1,181,360

      物品減価償却累計額 -1,102,743

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 7,667,273

      投資及び出資金 24,441

        有価証券 -

        出資金 24,441

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 107,284

      長期貸付金 394,902

      基金 6,632,769

        減債基金 521,599

        その他 6,111,169

      その他 514,252

      徴収不能引当金 -6,374

  流動資産 2,348,319

    現金預金 441,347

    未収金 52,337

    短期貸付金 841

    基金 1,855,548

      財政調整基金 1,855,548

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,754 純資産合計 37,852,273

資産合計 44,267,011 負債及び純資産合計 44,267,011

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 -

純行政コスト 6,250,159

    その他 -

  臨時利益 68,570

    資産売却益 68,570

    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 6,318,729

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 338,892

    使用料及び手数料 130,868

    その他 208,024

      社会保障給付 507,135

      他会計への繰出金 885,795

      その他 10,624

        その他 60,578

    移転費用 2,831,339

      補助金等 1,427,784

      その他の業務費用 89,515

        支払利息 28,373

        徴収不能引当金繰入額 565

        維持補修費 111,755

        減価償却費 1,267,589

        その他 6,917

        その他 61,358

      物件費等 2,404,228

        物件費 1,017,967

        職員給与費 1,191,305

        賞与等引当金繰入額 79,876

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,657,621

    業務費用 3,826,282

      人件費 1,332,539

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 37,038,282 43,977,345 -6,939,063

  純行政コスト（△） -6,250,159 -6,250,159

  財源 6,419,955 6,419,955

    税収等 5,580,978 5,580,978

    国県等補助金 838,977 838,977

  本年度差額 169,796 169,796

  固定資産等の変動（内部変動） -202,264 202,264

    有形固定資産等の増加 1,039,087 -1,039,087

    有形固定資産等の減少 -1,285,409 1,285,409

    貸付金・基金等の増加 1,577,729 -1,577,729

    貸付金・基金等の減少 -1,533,672 1,533,672

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 644,194 - 644,194

  本年度純資産変動額 813,990 -202,264 1,016,254

本年度末純資産残高 37,852,273 43,775,081 -5,922,809

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 66,669

本年度歳計外現金増減額 2,771

本年度末歳計外現金残高 69,441

本年度末現金預金残高 441,347

    その他の収入 7,320

財務活動収支 -666,316

本年度資金収支額 148,431

前年度末資金残高 223,476

本年度末資金残高 371,907

  財務活動支出 1,305,173

    地方債償還支出 1,297,286

    その他の支出 7,887

  財務活動収入 638,857

    地方債発行収入 631,537

    貸付金元金回収収入 278,205

    資産売却収入 68,570

    その他の収入 -

投資活動収支 -495,166

【財務活動収支】

    貸付金支出 139,379

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,225,767

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 878,992

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,720,933

    公共施設等整備費支出 1,021,267

    基金積立金支出 560,287

    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 -

業務活動収支 1,309,913

  業務収入 6,679,926

    税収等収入 5,590,331

    国県等補助金収入 807,279

    使用料及び手数料収入 130,275

    その他の収入 152,042

    移転費用支出 2,831,339

      補助金等支出 1,427,784

      社会保障給付支出 507,135

      他会計への繰出支出 885,795

      その他の支出 10,624

    業務費用支出 2,538,675

      人件費支出 1,324,758

      物件費等支出 1,136,945

      支払利息支出 28,373

      その他の支出 48,600

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 5,370,014


