
一般会計等 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 47,884,807 固定負債 4,246,827

有形固定資産 46,023,929 地方債 3,052,659
事業用資産 10,989,551 長期未払金 -

土地 6,006,708 退職手当引当金 1,181,296
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,246,106 その他 12,872
建物減価償却累計額 △ 8,990,218 流動負債 586,688
工作物 1,444,065 1年内償還予定地方債 452,592
工作物減価償却累計額 △ 999,491 未払金 -
船舶 6,387 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 6,387 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 79,685
航空機 - 預り金 45,181
航空機減価償却累計額 - その他 9,231
その他 - 4,833,516
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 16,640 固定資産等形成分 48,721,352

インフラ資産 34,879,675 余剰分（不足分） △ 4,416,915
土地 968,307
建物 250,233
建物減価償却累計額 △ 201,047
工作物 90,918,748
工作物減価償却累計額 △ 57,280,222
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 223,656

物品 659,054
物品減価償却累計額 △ 504,352

無形固定資産 5,758
ソフトウェア 5,657
その他 102

投資その他の資産 1,855,120
投資及び出資金 411,093

有価証券 14,232
出資金 396,861
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 41,203
長期貸付金 -
基金 1,404,533

減債基金 74,829
その他 1,329,704

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,709

流動資産 1,253,146
現金預金 403,229
未収金 13,902
短期貸付金 -
基金 836,545

財政調整基金 836,545
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 530 44,304,437

49,137,953 49,137,953
純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



一般会計等 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

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

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

-

【様式第２号】

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 金額

6,655,751

4,662,534

1,162,989

952,300

79,685

906,152

131,004

3,466,094

1,181,511

155,296

2,126,796

2,491

33,451

14,780

2,906

15,765

1,993,217

-

507,444

577,724

1,897

336,085

111,800

224,285

6,319,666

7,040

-

7,040

-

-

200

200

-

6,326,506



一般会計等 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 49,678,084 △ 4,173,586

純行政コスト（△） △ 6,326,506

財源 5,123,024

税収等 4,189,411

国県等補助金 933,614

本年度差額 △ 1,203,481

固定資産等の変動（内部変動） △ 957,651 957,651

有形固定資産等の増加 1,174,374 △ 1,174,374

有形固定資産等の減少 △ 2,133,836 2,133,836

貸付金・基金等の増加 312,664 △ 312,664

貸付金・基金等の減少 △ 310,854 310,854

資産評価差額 1,612

無償所管換等 1,848

その他 △ 2,540 2,501

本年度純資産変動額 △ 956,732 △ 243,329

本年度末純資産残高 48,721,352 △ 4,416,915

△ 1,203,481

【様式第３号】

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

科目 合計

45,504,498

△ 6,326,506

5,123,024

4,189,411

933,614

1,848

△ 39

△ 1,200,061

44,304,437

1,612



【様式第4号】

一般会計等 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 4,525,047

業務費用支出 2,531,829

人件費支出 1,161,987

物件費等支出 1,344,319

支払利息支出 14,780

その他の支出 10,743

移転費用支出 1,993,217

補助金等支出 906,152

社会保障給付支出 507,444

他会計への繰出支出 577,724

その他の支出 1,897

業務収入 5,150,280

税収等収入 4,186,970

国県等補助金収入 672,382

使用料及び手数料収入 111,309

その他の収入 179,619

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 625,233

【投資活動収支】

投資活動支出 1,459,450

公共施設等整備費支出 1,161,813

基金積立金支出 243,393

投資及び出資金支出 26,243

貸付金支出 28,000

その他の支出 -

投資活動収入 560,950

国県等補助金収入 261,232

基金取崩収入 271,518

貸付金元金回収収入 28,000

資産売却収入 200

その他の収入 -

投資活動収支 △ 898,500

【財務活動収支】

財務活動支出 460,467

地方債償還支出 451,152

その他の支出 9,315

財務活動収入 751,349

地方債発行収入 751,349

その他の収入 -

財務活動収支 290,882

17,615

340,433

358,048

前年度末歳計外現金残高 44,681

本年度歳計外現金増減額 500

本年度末歳計外現金残高 45,181

本年度末現金預金残高 403,229

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


