
【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 29,895,651   固定負債 3,197,362

    有形固定資産 25,719,087     地方債 2,623,491

      事業用資産 10,677,394     長期未払金 -

        土地 1,224,780     退職手当引当金 513,184

        立木竹 3,969,778     損失補償等引当金 -

        建物 10,686,586     その他 60,687

        建物減価償却累計額 -6,048,399   流動負債 469,748

        工作物 3,162,256     １年内償還予定地方債 401,138

        工作物減価償却累計額 -2,319,336     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 37,421

        航空機 -     預り金 12,555

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,634

        その他 - 負債合計 3,667,110

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,728   固定資産等形成分 31,575,824

      インフラ資産 14,479,362   余剰分（不足分） -3,468,655

        土地 164,419

        建物 1,846

        建物減価償却累計額 -170

        工作物 31,381,460

        工作物減価償却累計額 -17,537,221

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 469,027

      物品 1,819,666

      物品減価償却累計額 -1,257,334

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 4,176,563

      投資及び出資金 72,803

        有価証券 8,094

        出資金 64,709

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 35,462

      長期貸付金 39,965

      基金 4,031,858

        減債基金 248,122

        その他 3,783,737

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,525

  流動資産 1,878,628

    現金預金 184,402

    未収金 10,016

    短期貸付金 -

    基金 1,680,173

      財政調整基金 1,680,173

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 5,000

    徴収不能引当金 -963 純資産合計 28,107,169

資産合計 31,774,279 負債及び純資産合計 31,774,279

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 3,583,711

    その他 -

  臨時利益 11,796

    資産売却益 11,796

    資産除売却損 1,700

    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 3,593,807

  臨時損失 1,700

    災害復旧事業費 -

  経常収益 196,408

    使用料及び手数料 2,850

    その他 193,558

      社会保障給付 168,990

      他会計への繰出金 466,030

      その他 1,361

        その他 5,511

    移転費用 1,121,964

      補助金等 485,584

      その他の業務費用 15,778

        支払利息 10,982

        徴収不能引当金繰入額 -715

        維持補修費 120,094

        減価償却費 1,126,930

        その他 31

        その他 91,533

      物件費等 2,062,158

        物件費 815,103

        職員給与費 461,361

        賞与等引当金繰入額 37,421

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,790,216

    業務費用 2,668,251

      人件費 590,315

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 28,280,493 31,820,788 -3,540,296

  純行政コスト（△） -3,583,711 -3,583,711

  財源 3,411,795 3,411,795

    税収等 2,871,858 2,871,858

    国県等補助金 539,937 539,937

  本年度差額 -171,916 -171,916

  固定資産等の変動（内部変動） -243,557 243,557

    有形固定資産等の増加 810,299 -810,299

    有形固定資産等の減少 -1,159,495 1,159,495

    貸付金・基金等の増加 291,966 -291,966

    貸付金・基金等の減少 -186,327 186,327

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -1,408 -1,408

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -173,324 -244,965 71,640

本年度末純資産残高 28,107,169 31,575,824 -3,468,655

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 25,926

本年度歳計外現金増減額 -13,372

本年度末歳計外現金残高 12,555

本年度末現金預金残高 184,402

    その他の収入 -

財務活動収支 -62,395

本年度資金収支額 12,208

前年度末資金残高 159,639

本年度末資金残高 171,847

  財務活動支出 503,595

    地方債償還支出 484,931

    その他の支出 18,664

  財務活動収入 441,200

    地方債発行収入 441,200

    貸付金元金回収収入 5,685

    資産売却収入 11,806

    その他の収入 -

投資活動収支 -636,529

【財務活動収支】

    貸付金支出 7,280

    その他の支出 -

  投資活動収入 363,784

    国県等補助金収入 205,930

    基金取崩収入 140,363

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,000,313

    公共施設等整備費支出 779,551

    基金積立金支出 213,483

    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 711,132

  業務収入 3,370,656

    税収等収入 2,873,876

    国県等補助金収入 334,007

    使用料及び手数料収入 -

    その他の収入 162,773

    移転費用支出 1,122,084

      補助金等支出 485,704

      社会保障給付支出 168,990

      他会計への繰出支出 466,030

      その他の支出 1,361

    業務費用支出 1,537,439

      人件費支出 589,379

      物件費等支出 935,228

      支払利息支出 10,982

      その他の支出 1,850

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 2,659,524


