
【一般会計等財務書類】 【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 13,645,219   固定負債 5,298,126

    有形固定資産 10,364,519     地方債 3,873,570

      事業用資産 8,837,772     長期未払金 -

        土地 1,650,551     退職手当引当金 1,424,556

        立木竹 479,822     損失補償等引当金 -

        建物 17,665,811     その他 -

        建物減価償却累計額 -11,020,052   流動負債 64,477

        工作物 67,363     １年内償還予定地方債 -

        工作物減価償却累計額 -5,722     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 64,477

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,362,603

        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 14,283,116

      インフラ資産 1,372,955   余剰分（不足分） -5,163,021

        土地 11,523

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 9,557,704

        工作物減価償却累計額 -8,196,271

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,155,896

      物品減価償却累計額 -1,002,104

    無形固定資産 15,206

      ソフトウェア 15,206

      その他 -

    投資その他の資産 3,264,629

      投資及び出資金 882,840

        有価証券 12,149

        出資金 870,691

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 7,900

      長期貸付金 6,002

      基金 2,368,751

        減債基金 250,001

        その他 2,118,751

      その他 -

      徴収不能引当金 -864

  流動資産 838,343

    現金預金 180,041

    未収金 19,541

    短期貸付金 -

    基金 640,000

      財政調整基金 640,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,239 純資産合計 9,120,095

資産合計 14,482,698 負債及び純資産合計 14,482,698

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【一般会計等財務書類】 【様式第2号】

（単位：千円）

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。

    その他 -

純行政コスト 3,361,115

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 10,032

    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 3,351,083

  臨時損失 10,032

    災害復旧事業費 -

  経常収益 404,227

    使用料及び手数料 214,006

    その他 190,221

      社会保障給付 580,794

      他会計への繰出金 228,555

      その他 17,896

        その他 13,053

    移転費用 1,238,007

      補助金等 410,763

      その他の業務費用 48,668

        支払利息 36,443

        徴収不能引当金繰入額 -828

        維持補修費 172,023

        減価償却費 499,820

        その他 3,621

        その他 111,373

      物件費等 1,492,329

        物件費 816,866

829,076

        賞与等引当金繰入額 64,477

        退職手当引当金繰入額 -28,621

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 3,755,310

    業務費用 2,517,303

      人件費 976,305

        職員給与費



【一般会計等財務書類】 【様式第3号】

（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 9,136,942 14,397,064 -5,260,122

  純行政コスト（△） -3,361,115 -3,361,115

  財源 3,344,267 3,344,267

    税収等 2,826,755 2,826,755

    国県等補助金 517,513 517,513

  本年度差額 -16,847 -16,847

  固定資産等の変動（内部変動） -113,948 111,845

    有形固定資産等の増加 431,629 -431,629

    有形固定資産等の減少 -499,820 499,820

    貸付金・基金等の増加 209,125 -209,125

    貸付金・基金等の減少 -254,882 252,779

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -16,847 -113,948 97,101

本年度末純資産残高 9,120,095 14,283,116 -5,163,021

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。

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



【一般会計等財務書類】 【様式第4号】

（単位：千円）

※数値は、四捨五入しているため、合計値が一部合致しない場合があります。

本年度末現金預金残高 180,041

前年度末資金残高 192,133

本年度末資金残高 180,041

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

  財務活動収入 475,053

    地方債発行収入 475,053

    その他の収入 -

財務活動収支 -82,570

本年度資金収支額 -12,092

投資活動収支 -351,258

【財務活動収支】

  財務活動支出 557,623

    地方債償還支出 557,623

    その他の支出 -

    国県等補助金収入 45,578

    基金取崩収入 213,443

    貸付金元金回収収入 30,474

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

    基金積立金支出 171,329

    投資及び出資金支出 7,556

    貸付金支出 30,240

    その他の支出 -

  投資活動収入 289,495

  臨時収入 -

業務活動収支 421,737

【投資活動収支】

  投資活動支出 640,754

    公共施設等整備費支出 431,629

    使用料及び手数料収入 217,569

    その他の収入 188,575

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

      他会計への繰出支出 228,555

      その他の支出 17,896

  業務収入 3,706,676

    税収等収入 2,828,597

    国県等補助金収入 471,935

36,443

      その他の支出 13,053

    移転費用支出 1,238,007

      補助金等支出 410,763

      社会保障給付支出 580,794

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 3,284,939

    業務費用支出 2,046,932

      人件費支出 1,004,926

      物件費等支出 992,509

      支払利息支出


