
【全体会計財務書類】 【様式第1号】

（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 15,940,564   固定負債 6,507,423

    有形固定資産 12,366,321     地方債等 4,946,646

      事業用資産 10,254,018     長期未払金 0

        土地 1,650,551     退職手当引当金 1,473,832

        立木竹 479,822     損失補償等引当金 0

        建物 20,939,733     その他 86,946

        建物減価償却累計額 -12,882,062   流動負債 352,309

        工作物 154,038     １年内償還予定地方債等 242,826

        工作物減価償却累計額 -88,064     未払金 23,134

        船舶 0     未払費用 0

        船舶減価償却累計額 0     前受金 0

        浮標等 0     前受収益 0

        浮標等減価償却累計額 0     賞与等引当金 81,785

        航空機 0     預り金 0

        航空機減価償却累計額 0     その他 4,564

        その他 0 負債合計 6,859,732

        その他減価償却累計額 0 【純資産の部】

        建設仮勘定 0   固定資産等形成分 16,579,325

      インフラ資産 1,869,541   余剰分（不足分） -6,101,480

        土地 11,530   他団体出資等分 0

        建物 0

        建物減価償却累計額 0

        工作物 10,605,974

        工作物減価償却累計額 -8,747,964

        その他 0

        その他減価償却累計額 0

        建設仮勘定 0

      物品 1,344,941

      物品減価償却累計額 -1,102,179

    無形固定資産 17,640

      ソフトウェア 17,375

      その他 264

    投資その他の資産 3,556,603

      投資及び出資金 882,840

        有価証券 12,149

        出資金 870,691

        その他 0

      長期延滞債権 22,264

      長期貸付金 6,002

      基金 2,647,664

        減債基金 250,001

        その他 2,397,664

      その他 0

      徴収不能引当金 -2,168

  流動資産 1,397,013

    現金預金 694,039

    未収金 61,716

    短期貸付金 0

    基金 640,000

      財政調整基金 640,000

      減債基金 0

    棚卸資産 2,498

    その他 0

    徴収不能引当金 -1,239

  繰延資産 0 純資産合計 10,477,845

資産合計 17,337,577 負債及び純資産合計 17,337,577

※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。

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【全体会計財務書類】 【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。

　 全体会計の他会計への繰出支出の内部取引分は相殺消去処理しています。

    資産売却益 0

    その他 0

純行政コスト 3,532,955

    損失補償等引当金繰入額 0

    その他 0

  臨時利益 0

  臨時損失 10,032

    災害復旧事業費 0

    資産除売却損 10,032

    使用料及び手数料 628,276

    その他 330,084

純経常行政コスト 3,522,924

      社会保障給付 580,794

      その他 29,511

  経常収益 958,360

        その他 31,326

    移転費用 1,218,012

      補助金等 607,707

      その他の業務費用 98,324

        支払利息 68,014

        徴収不能引当金繰入額 -1,016

        維持補修費 183,591

        減価償却費 627,769

        その他 3,677

        その他 284,589

      物件費等 1,815,016

        物件費 999,979

        職員給与費 1,017,885

        賞与等引当金繰入額 65,851

        退職手当引当金繰入額 -18,394

  経常費用 4,481,283

    業務費用 3,263,271

      人件費 1,349,931

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

科目名 金額



【全体会計財務書類】 【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 10,266,720 16,652,159 -6,385,439

  純行政コスト（△） -3,532,955 -3,532,955

  財源 3,728,151 3,728,151

    税収等 3,204,909 3,204,909

    国県等補助金 523,242 523,242

  本年度差額 195,196 195,196

  固定資産等の変動（内部変動） -88,763 88,763

    有形固定資産等の増加 507,154 -507,154

    有形固定資産等の減少 -614,132 614,132

    貸付金・基金等の増加 275,196 -275,196

    貸付金・基金等の減少 -256,981 256,981

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0

  他団体出資等分の増加 -

  他団体出資等分の減少 -

  比例全体割合変更に伴う差額 - - -

  その他 15,928 15,928 -

  本年度純資産変動額 211,124 -72,834 283,959

本年度末純資産残高 10,477,845 16,579,325 -6,101,480

※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。

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



【全体会計財務書類】 【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。
　 全体会計の他会計への繰出支出の内部取引分は相殺消去処理しています。

本年度末現金預金残高 694,039

比例全体割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 694,039

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 -

    地方債等発行収入 545,753

    その他の収入 -

財務活動収支 -230,208

本年度資金収支額 41,961

前年度末資金残高 652,078

【財務活動収支】

  財務活動支出 775,961

    地方債等償還支出 775,905

    その他の支出 56

  財務活動収入 545,753

    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 189

    その他の収入 15,928

投資活動収支 -508,595

    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 305,612

    国県等補助金収入 45,578

業務活動収支 780,764

【投資活動収支】

  投資活動支出 814,208

    公共施設等整備費支出 523,083

    基金積立金支出 253,329

    その他の収入 328,438

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

      その他の支出 29,511

  業務収入 4,651,827

    税収等収入 3,207,469

    国県等補助金収入 477,664

    使用料及び手数料収入 638,255

68,014

      その他の支出 31,589

    移転費用支出 1,218,012

      補助金等支出 607,707

      社会保障給付支出 580,794

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,871,062

    業務費用支出 2,653,050

      人件費支出 1,366,756

      物件費等支出 1,186,691

      支払利息支出


