
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 252,689,865   固定負債 105,595,403

    有形固定資産 241,108,120     地方債等 67,649,909

      事業用資産 59,235,816     長期未払金 -

        土地 27,069,717     退職手当引当金 6,368,705

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 10,425

        立木竹 -     その他 31,566,364

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 8,064,586

        建物 75,756,512     １年内償還予定地方債等 6,062,324

        建物減価償却累計額 -45,076,355     未払金 852,304

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,286,968     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -3,814,670     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 497,936

        船舶 -     預り金 92,432

        船舶減価償却累計額 -     その他 559,590

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 113,659,988

        浮標等 5,591 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -1,677   固定資産等形成分 256,107,897

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -110,397,421

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 9,730

      インフラ資産 173,756,903

        土地 10,929,984

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,684,116

        建物減価償却累計額 -1,408,211

        建物減損損失累計額 -

        工作物 279,015,657

        工作物減価償却累計額 -123,426,069

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,961,427

      物品 14,059,352

      物品減価償却累計額 -5,943,951

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 11,581,745

      投資及び出資金 654,900

        有価証券 481,159

        出資金 173,741

        その他 -

      長期延滞債権 551,305

      長期貸付金 1,828,085

      基金 8,376,754

        減債基金 -

        その他 8,376,754

      その他 226,780

      徴収不能引当金 -56,080

  流動資産 6,680,599

    現金預金 1,835,197

    未収金 1,302,331

    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 22,829

    その他 140,985

    徴収不能引当金 -38,774

  繰延資産 - 純資産合計 145,710,476

資産合計 259,370,464 負債及び純資産合計 259,370,464

※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：全体会計 （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 55,194,104

    業務費用 28,913,097

      人件費 8,522,543

        職員給与費 6,690,927

        賞与等引当金繰入額 497,936

        退職手当引当金繰入額 66,356

        その他 1,267,324

      物件費等 18,961,618

        物件費 7,623,317

        維持補修費 1,178,313

        減価償却費 10,159,987

        その他 -

      その他の業務費用 1,428,937

        支払利息 754,508

        徴収不能引当金繰入額 95,447

        その他 578,981

    移転費用 26,281,007

      補助金等 20,185,946

      社会保障給付 5,944,339

      その他 150,722

  経常収益 4,580,130

    使用料及び手数料 3,940,309

    その他 639,821

純経常行政コスト 50,613,975

  臨時損失 703,814

    災害復旧事業費 650,992

    資産除売却損 18,622

    損失補償等引当金繰入額 10,425

    その他 23,775

  臨時利益 338,217

    資産売却益 19,609

    その他 318,609

純行政コスト 50,979,571



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 149,263,804 208,308,795 -59,044,991

  純行政コスト（△） -50,979,571 -50,979,571

  財源 44,822,789 44,822,789

    税収等 27,696,375 27,696,375

    国県等補助金 17,126,414 17,126,414

  本年度差額 -6,156,782 -6,156,782

  固定資産等の変動（内部変動） 47,645,344 -48,340,510

    有形固定資産等の増加 58,601,291 -58,601,291

    有形固定資産等の減少 -10,249,418 10,249,418

    貸付金・基金等の増加 1,571,797 -2,266,963

    貸付金・基金等の減少 -2,278,326 2,278,326

  資産評価差額 793 793

  無償所管換等 152,965 152,965

  他団体出資等分の増加 -

  他団体出資等分の減少 -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - -

  その他 3,144,863 - 3,144,863

  本年度純資産変動額 -3,553,328 47,799,101 -51,352,430

本年度末純資産残高 145,710,476 256,107,897 -110,397,421

※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：全体会計 （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 44,714,585

    業務費用支出 18,433,578

      人件費支出 8,049,113

      物件費等支出 9,070,737

      支払利息支出 754,508

      その他の支出 559,220

    移転費用支出 26,281,007

      補助金等支出 20,185,946

      社会保障給付支出 5,944,339

      その他の支出 150,722

  業務収入 46,619,473

    税収等収入 27,808,862

    国県等補助金収入 14,077,243

    使用料及び手数料収入 4,046,413

    その他の収入 686,955

  臨時支出 674,765

    災害復旧事業費支出 650,992

    その他の支出 23,773

  臨時収入 2,128

業務活動収支 1,232,251

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,710,001

    公共施設等整備費支出 3,241,975

    基金積立金支出 501,952

    投資及び出資金支出 227,667

    貸付金支出 738,407

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,176,413

    国県等補助金収入 1,659,689

    基金取崩収入 670,202

    貸付金元金回収収入 646,892

    資産売却収入 70,893

    その他の収入 128,736

投資活動収支 -1,533,589

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,543,777

    地方債等償還支出 5,543,775

    その他の支出 2

  財務活動収入 5,357,023

    地方債等発行収入 5,357,023

    その他の収入 0

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 1,835,197

財務活動収支 -186,754

本年度資金収支額 -488,091

前年度末資金残高 2,230,857

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,742,765


