
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 52,878,527 固定負債 7,206,812

有形固定資産 50,736,836 地方債 4,322,808
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 1,257,090
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,246,106 その他 1,626,914
建物減価償却累計額 △ 8,990,218 流動負債 700,252
工作物 1,444,065 1年内償還予定地方債 519,696
工作物減価償却累計額 △ 999,491 未払金 44,359
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 81,224
航空機 - 預り金 45,743
航空機減価償却累計額 - その他 9,231
その他 - 7,907,064
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 53,715,072

インフラ資産 38,789,667 余剰分（不足分） △ 6,753,393
土地 1,217,744
建物 825,020
建物減価償却累計額 △ 274,127
工作物 95,770,742
工作物減価償却累計額 △ 59,001,670
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 251,958

物品 1,942,399
物品減価償却累計額 △ 984,781

無形固定資産 181,534
ソフトウェア 5,881
その他 175,653

投資その他の資産 1,960,157
投資及び出資金 226,790

有価証券 214,232
出資金 12,558
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 71,439
長期貸付金 -
基金 1,665,460

減債基金 74,829
その他 1,590,632

その他 -
徴収不能引当金 △ 3,532

流動資産 1,990,216
現金預金 1,103,917
未収金 53,953
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 243
その他 -
徴収不能引当金 △ 4,442

繰延資産 - 46,961,679
54,868,743 54,868,743

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
全体貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



全体 （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

1,974

【様式第２号】

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 金額

9,357,577

5,136,332

1,220,716

1,001,699

82,841

3,415,884

134,202

3,814,976

1,289,033

178,839

2,344,366

2,738

100,640

37,473

5,377

57,790

4,221,245

-

510,599

289,100

5,662

635,267

397,939

237,328

8,722,310

7,203

-

7,040

-

163

200

200

-

8,729,313



全体 （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 54,716,768 △ 6,594,703

純行政コスト（△） △ 8,729,313

財源 7,587,911

税収等 5,193,989

国県等補助金 2,393,922

本年度差額 △ 1,141,402

固定資産等の変動（内部変動） △ 976,373 976,373

有形固定資産等の増加 1,349,296 △ 1,349,296

有形固定資産等の減少 △ 2,352,611 2,352,611

貸付金・基金等の増加 349,395 △ 349,395

貸付金・基金等の減少 △ 322,453 322,453

資産評価差額 1,612

無償所管換等 1,848

その他 △ 28,783 6,339

本年度純資産変動額 △ 1,001,696 △ 158,690

本年度末純資産残高 53,715,072 △ 6,753,393

△ 1,141,402

【様式第３号】

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

科目 合計

48,122,065

△ 8,729,313

7,587,911

5,193,989

2,393,922

1,848

△ 22,444

△ 1,160,386

46,961,679

1,612



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 6,995,405

業務費用支出 2,774,336

人件費支出 1,217,748

物件費等支出 1,470,453

支払利息支出 37,473

その他の支出 48,662

移転費用支出 4,221,069

補助金等支出 3,415,708

社会保障給付支出 510,599

他会計への繰出支出 289,100

その他の支出 5,662

業務収入 7,865,308

税収等収入 5,133,655

国県等補助金収入 2,105,291

使用料及び手数料収入 398,944

その他の収入 227,417

臨時支出 163

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 163

臨時収入 -

業務活動収支 869,740

【投資活動収支】

投資活動支出 1,634,008

公共施設等整備費支出 1,236,735

基金積立金支出 269,272

投資及び出資金支出 100,000

貸付金支出 28,000

その他の支出 -

投資活動収入 607,633

国県等補助金収入 295,582

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 12,333

投資活動収支 △ 1,026,375

【財務活動収支】

財務活動支出 514,621

地方債償還支出 505,306

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 236,728

80,093

978,642

1,058,736

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 1,103,917

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


