
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 24,265,073 固定負債 7,893,886

有形固定資産 22,587,356 地方債等 6,792,801
事業用資産 9,227,299 長期未払金 -

土地 3,014,825 退職手当引当金 568,941
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 14,176,361 その他 532,143
建物減価償却累計額 △ 8,176,557 流動負債 561,526
工作物 624,753 1年内償還予定地方債等 441,650
工作物減価償却累計額 △ 422,645 未払金 45,129
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 50,177
航空機 - 預り金 24,570
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 8,455,412
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 10,562 固定資産等形成分 25,179,119

インフラ資産 13,121,979 余剰分（不足分） △ 7,907,626
土地 260,372
建物 4,642,421
建物減価償却累計額 △ 2,860,218
工作物 21,755,257
工作物減価償却累計額 △ 10,693,596
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 17,743

物品 813,084
物品減価償却累計額 △ 575,007

無形固定資産 10,202
ソフトウェア 10,130
その他 73

投資その他の資産 1,667,515
投資及び出資金 15,399

有価証券 5,765
出資金 9,634
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 142,889
長期貸付金 14,433
基金 1,503,007

減債基金 -
その他 1,503,007

その他 -
徴収不能引当金 △ 8,213

流動資産 1,461,832
現金預金 498,623
未収金 57,936
短期貸付金 3,212
基金 910,834

財政調整基金 755,834
減債基金 155,000

棚卸資産 69
その他 -
徴収不能引当金 △ 8,842

繰延資産 - 17,271,494
25,726,906 25,726,906

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

-

10,635

10,635

-

4,485,717

-

446,685

-

△ 16,788

449,019

290,874

158,144

4,493,184

3,168

-

3,168

-

1,838,506

33,615

1,902,934

950,231

92,716

859,673

313

113,156

84,541

7,106

21,509

2,268,403

△ 26,643

【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

4,942,203

2,673,800

657,711

600,619

50,120



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 25,035,417 △ 7,813,024

純行政コスト（△） △ 4,485,717

財源 4,534,039

税収等 3,907,181

国県等補助金 626,857

本年度差額 48,321

固定資産等の変動（内部変動） 114,770 △ 114,770

有形固定資産等の増加 848,023 △ 848,023

有形固定資産等の減少 △ 862,941 862,941

貸付金・基金等の増加 172,234 △ 172,234

貸付金・基金等の減少 △ 42,545 42,545

資産評価差額 779

無償所管換等 0

その他 28,153 △ 28,153

本年度純資産変動額 143,702 △ 94,602

本年度末純資産残高 25,179,119 △ 7,907,626

0

-

49,100

17,271,494

779

48,321

【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

17,222,394

△ 4,485,717

4,534,039

3,907,181

626,857



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 4,101,008

業務費用支出 1,832,604

人件費支出 683,495

物件費等支出 1,054,860

支払利息支出 84,541

その他の支出 9,710

移転費用支出 2,268,403

補助金等支出 1,838,506

社会保障給付支出 446,685

他会計への繰出支出 -

その他の支出 △ 16,788

業務収入 4,819,383

税収等収入 3,829,037

国県等補助金収入 502,635

使用料及び手数料収入 293,130

その他の収入 194,581

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 718,376

【投資活動収支】

投資活動支出 986,851

公共施設等整備費支出 848,023

基金積立金支出 137,868

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 960

その他の支出 -

投資活動収入 163,384

国県等補助金収入 124,222

基金取崩収入 1,901

貸付金元金回収収入 5,474

資産売却収入 10,635

その他の収入 21,152

投資活動収支 △ 823,467

【財務活動収支】

財務活動支出 409,851

地方債等償還支出 409,851

その他の支出 -

財務活動収入 344,300

地方債等発行収入 344,300

その他の収入 -

財務活動収支 △ 65,551

△ 170,643

644,696

474,053

前年度末歳計外現金残高 22,684

本年度歳計外現金増減額 1,886

本年度末歳計外現金残高 24,570

本年度末現金預金残高 498,623

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


