
【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 172,425,526   固定負債 39,517,466

    有形固定資産 162,099,613     地方債 33,582,036

      事業用資産 57,433,554     長期未払金 -

        土地 26,254,786     退職手当引当金 5,922,641

        立木竹 -     損失補償等引当金 10,425

        建物 74,655,538     その他 2,364

        建物減価償却累計額 -44,820,538   流動負債 4,219,356

        工作物 5,137,256     １年内償還予定地方債 3,302,172

        工作物減価償却累計額 -3,803,217     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 446,402

        航空機 -     預り金 92,432

        航空機減価償却累計額 -     その他 378,351

        その他 - 負債合計 43,736,823

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,730   固定資産等形成分 175,843,558

      インフラ資産 104,094,943   余剰分（不足分） -43,332,811

        土地 9,269,158

        建物 1,430,212

        建物減価償却累計額 -904,016

        工作物 203,533,236

        工作物減価償却累計額 -109,506,818

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 273,171

      物品 3,185,717

      物品減価償却累計額 -2,614,601

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 10,325,913

      投資及び出資金 1,350,067

        有価証券 481,159

        出資金 401,408

        その他 467,500

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 433,933

      長期貸付金 1,828,085

      基金 6,750,482

        減債基金 -

        その他 6,750,482

      その他 -

      徴収不能引当金 -36,654

  流動資産 3,822,043

    現金預金 268,282

    未収金 148,394

    短期貸付金 19,269

    基金 3,398,762

      財政調整基金 2,912,997

      減債基金 485,765

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,664 純資産合計 132,510,747

資産合計 176,247,569 負債及び純資産合計 176,247,569

※下位項目との金額差は、単位未満四捨五入によるものです。

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）

※下位項目との金額差は、単位未満四捨五入によるものです。

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 35,649,644

    業務費用 21,506,774

      人件費 7,092,780

        職員給与費 5,836,797

        賞与等引当金繰入額 446,402

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 809,581

      物件費等 13,863,807

        物件費 6,208,514

        維持補修費 1,013,921

        減価償却費 6,641,372

        その他 -

      その他の業務費用 550,188

        支払利息 240,913

        徴収不能引当金繰入額 49,318

        その他 259,957

    移転費用 14,142,870

      補助金等 5,841,030

      社会保障給付 5,943,119

      他会計への繰出金 2,209,774

      その他 148,947

  経常収益 1,101,495

    使用料及び手数料 606,825

    その他 494,670

純経常行政コスト 34,548,149

  臨時損失 680,039

    災害復旧事業費 650,992

    資産除売却損 18,622

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 10,425

    その他 316,480

純行政コスト 34,911,708

    その他 -

  臨時利益 316,480

    資産売却益 -



【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 138,670,704 181,271,875 -42,601,171

  純行政コスト（△） -34,911,708 -34,911,708

  財源 28,597,993 28,597,993

    税収等 20,390,415 20,390,415

    国県等補助金 8,207,577 8,207,577

  本年度差額 -6,313,715 -6,313,715

  固定資産等の変動（内部変動） -5,582,075 5,582,075

    有形固定資産等の増加 1,553,283 -1,553,283

    有形固定資産等の減少 -6,728,081 6,728,081

    貸付金・基金等の増加 1,689,667 -1,689,667

    貸付金・基金等の減少 -2,096,943 2,096,943

  資産評価差額 793 793

  無償所管換等 152,965 152,965

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -6,159,957 -5,428,317 -731,640

本年度末純資産残高 132,510,747 175,843,558 -43,332,811

※下位項目との金額差は、単位未満四捨五入によるものです。

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



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

※下位項目との金額差は、単位未満四捨五入によるものです。

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 28,646,443

    業務費用支出 14,503,574

      人件費支出 6,771,227

      物件費等支出 7,313,718

      支払利息支出 240,913

      その他の支出 177,716

    移転費用支出 14,142,870

      補助金等支出 5,841,030

      社会保障給付支出 5,943,119

      他会計への繰出支出 2,209,774

      その他の支出 148,947

  業務収入 28,674,844

    税収等収入 20,355,487

    国県等補助金収入 7,134,702

    使用料及び手数料収入 614,446

    その他の収入 570,209

  臨時支出 650,992

    災害復旧事業費支出 650,992

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 -622,591

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,612,390

    公共施設等整備費支出 1,553,283

    基金積立金支出 193,034

    投資及び出資金支出 227,667

    貸付金支出 638,407

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,429,753

    国県等補助金収入 1,072,876

    基金取崩収入 641,898

    貸付金元金回収収入 646,892

    資産売却収入 68,087

    その他の収入 -

投資活動収支 -182,638

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,238,939

    地方債償還支出 3,238,939

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,874,992

    地方債発行収入 3,874,992

前年度末歳計外現金残高 202,295

本年度歳計外現金増減額 -109,863

本年度末歳計外現金残高 92,432

本年度末現金預金残高 268,282

    その他の収入 -

財務活動収支 636,053

本年度資金収支額 -169,176

前年度末資金残高 345,026

本年度末資金残高 175,850


