
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 43,753,974   固定負債 7,569,445

    有形固定資産 36,189,769     地方債等 5,940,056

      事業用資産 13,662,482     長期未払金 -

        土地 6,520,231     退職手当引当金 1,534,370

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 95,019

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,743,872

        建物 20,907,144     １年内償還予定地方債等 1,427,320

        建物減価償却累計額 -14,370,981     未払金 62,019

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,032,027     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -780,892     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 143,528

        船舶 -     預り金 77,283

        船舶減価償却累計額 -     その他 33,722

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,313,317

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 45,610,363

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,545,930

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 354,953

      インフラ資産 22,138,759

        土地 577,665

        土地減損損失累計額 -

        建物 115,336

        建物減価償却累計額 -99,645

        建物減損損失累計額 -

        工作物 41,107,478

        工作物減価償却累計額 -19,587,645

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 25,570

      物品 1,914,922

      物品減価償却累計額 -1,526,394

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 960

      ソフトウェア -

      その他 960

    投資その他の資産 7,563,244

      投資及び出資金 24,441

        有価証券 -

        出資金 24,441

        その他 -

      長期延滞債権 146,063

      長期貸付金 29,410

      基金 6,777,920

        減債基金 521,599

        その他 6,256,321

      その他 593,525

      徴収不能引当金 -8,115

  流動資産 2,623,776

    現金預金 487,433

    未収金 274,726

    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 7,125

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,896

  繰延資産 - 純資産合計 37,064,433

資産合計 46,377,750 負債及び純資産合計 46,377,750

全体会計　貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

全体会計　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

  経常費用 10,582,597

    業務費用 6,062,834

      人件費 2,594,565

        職員給与費 2,441,444

        賞与等引当金繰入額 91,704

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 61,417

      物件費等 3,264,199

        物件費 1,679,595

        維持補修費 117,311

        減価償却費 1,452,203

        その他 15,089

      その他の業務費用 204,070

        支払利息 48,074

        徴収不能引当金繰入額 423

        その他 155,574

    移転費用 4,519,763

      補助金等 3,995,187

      社会保障給付 512,948

      その他 11,628

  経常収益 2,093,773

    使用料及び手数料 1,690,298

    その他 403,475

純経常行政コスト 8,488,825

  臨時損失 292

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 292

  臨時利益 80,428

    資産売却益 80,409

    その他 20

純行政コスト 8,408,688



【様式第3号】

会計：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 36,023,298 46,322,537 -10,299,240 -

  純行政コスト（△） -8,408,688 -8,408,688 -

  財源 8,767,976 8,767,976 -

    税収等 6,519,276 6,519,276 -

    国県等補助金 2,248,700 2,248,700 -

  本年度差額 359,288 359,288 -

  固定資産等の変動（内部変動） -712,174 712,174

    有形固定資産等の増加 1,081,815 -1,081,815

    有形固定資産等の減少 -1,471,264 1,471,264

    貸付金・基金等の増加 1,652,926 -1,652,926

    貸付金・基金等の減少 -1,975,652 1,975,652

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 681,848 - 681,848

  本年度純資産変動額 1,041,135 -712,174 1,753,310 -

本年度末純資産残高 37,064,433 45,610,363 -8,545,930 -

全体会計　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：全体会計 （単位：千円）

全体会計　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 9,103,178

    業務費用支出 4,583,414

      人件費支出 2,587,808

      物件費等支出 1,818,071

      支払利息支出 48,074

      その他の支出 129,462

    移転費用支出 4,519,763

      補助金等支出 3,995,187

      社会保障給付支出 512,948

      その他の支出 11,628

  業務収入 10,688,646

    税収等収入 6,430,742

    国県等補助金収入 2,217,002

    使用料及び手数料収入 1,693,408

    その他の収入 347,493

  臨時支出 292

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 292

  臨時収入 34,187

業務活動収支 1,619,363

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,780,586

    公共施設等整備費支出 1,063,995

    基金積立金支出 577,211

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 139,379

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,341,685

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 891,655

    貸付金元金回収収入 278,205

    資産売却収入 80,409

    その他の収入 91,417

投資活動収支 -438,901

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,838,940

    地方債等償還支出 1,775,978

    その他の支出 62,962

  財務活動収入 801,416

    地方債等発行収入 662,037

    その他の収入 139,379

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 487,433

財務活動収支 -1,037,524

本年度資金収支額 142,939

前年度末資金残高 275,053

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 417,992


