
【様式第1号】

（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 506,935,635   固定負債 263,765,907

    有形固定資産 475,088,003     地方債等 200,161,535

      事業用資産 224,424,707     長期未払金 -

        土地 118,753,097     退職手当引当金 15,455,146

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 198,323,627     その他 48,149,227

        建物減価償却累計額 -98,106,183   流動負債 26,871,213

        工作物 19,842,304     １年内償還予定地方債等 17,220,127

        工作物減価償却累計額 -14,880,616     未払金 3,873,087

        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 1,262,848

        航空機 -     預り金 562,885

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,952,266

        その他 0 負債合計 290,637,121

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 492,477   固定資産等形成分 -274,843,540

      インフラ資産 240,013,416   余剰分（不足分） -274,843,540

        土地 37,598,462   他団体出資等分 -

        建物 10,860,929

        建物減価償却累計額 -3,490,495

        工作物 305,530,129

        工作物減価償却累計額 -114,923,685

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,438,076

      物品 23,253,267

      物品減価償却累計額 -12,603,387

    無形固定資産 170,955

      ソフトウェア 169,770

      その他 1,186

    投資その他の資産 31,676,676

      投資及び出資金 8,496,372

        有価証券 1,074,097

        出資金 1,082,884

        その他 6,339,391

      長期延滞債権 2,542,894

      長期貸付金 1,225,399

      基金 17,664,462

        減債基金 1,898,630

        その他 15,765,832

      その他 2,103,938

      徴収不能引当金 -356,389

  流動資産 23,332,090

    現金預金 11,098,121

    未収金 3,466,277

    短期貸付金 155,216

    基金 7,383,294

      財政調整基金 7,383,294

      減債基金 -

    棚卸資産 25,903

    その他 1,231,942

    徴収不能引当金 -28,663

  繰延資産 - 純資産合計 239,630,605

資産合計 530,267,725 負債及び純資産合計 530,267,725

全体貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

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

科目名 金額

  経常費用 189,746,412

    業務費用 81,584,701

      人件費 16,779,253

        職員給与費 15,148,968

        賞与等引当金繰入額 1,234,823

        退職手当引当金繰入額 -659,757

        その他 1,055,218

      物件費等 49,777,772

        物件費 33,552,066

        維持補修費 2,702,960

        減価償却費 13,474,328

        その他 48,417

      その他の業務費用 15,027,677

        支払利息 1,981,926

        徴収不能引当金繰入額 -82,138

        その他 13,127,889

    移転費用 108,161,710

      補助金等 17,357,459

      社会保障給付 90,649,985

      その他 154,266

  経常収益 29,201,541

    使用料及び手数料 11,113,904

    その他 18,087,637

純経常行政コスト 160,544,871

  臨時損失 164,985

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 152,597

純行政コスト 160,483,421

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 12,388

  臨時利益 226,435

    資産売却益 221,549

    その他 4,886



【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 237,573,835 511,963,674 -274,389,839 -

  純行政コスト（△） -160,483,421 -160,483,421 -

  財源 161,320,756 161,320,756 -

    税収等 94,156,274 94,156,274 -

    国県等補助金 67,164,482 67,164,482 -

  本年度差額 837,335 837,335 -

  固定資産等の変動（内部変動） 363,423 -363,423

    有形固定資産等の増加 15,688,610 -15,688,610

    有形固定資産等の減少 -13,897,108 13,897,108

    貸付金・基金等の増加 3,824,269 -3,824,269

    貸付金・基金等の減少 -5,252,349 5,252,349

  資産評価差額 6,033 6,033

  無償所管換等 2,205,594 2,205,594

  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 -992,192 -64,579 -927,613

  本年度純資産変動額 2,056,770 2,510,471 -453,701 -

本年度末純資産残高 239,630,605 514,474,145 -274,843,540 -

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



【様式第4号】

（単位：千円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 178,328,169

    業務費用支出 70,166,459

      人件費支出 17,396,991

      物件費等支出 37,671,706

      支払利息支出 1,984,255

      その他の支出 13,113,507

    移転費用支出 108,161,710

      補助金等支出 136,497,197

      社会保障給付支出 -28,489,753

      その他の支出 154,266

  業務収入 186,929,755

    税収等収入 94,372,674

    国県等補助金収入 63,734,536

    使用料及び手数料収入 10,734,923

    その他の収入 18,087,621

  臨時支出 9,088

    災害復旧事業費支出 3,398

    その他の支出 5,690

  臨時収入 318,322

業務活動収支 8,910,820

【投資活動収支】

  投資活動支出 19,683,072

    公共施設等整備費支出 15,347,960

    基金積立金支出 1,692,381

    投資及び出資金支出 230,301

    貸付金支出 2,412,430

    その他の支出 -

  投資活動収入 10,788,461

    国県等補助金収入 5,528,432

    基金取崩収入 2,320,301

    貸付金元金回収収入 2,488,899

    資産売却収入 450,829

    その他の収入 -

投資活動収支 -8,894,611

【財務活動収支】

  財務活動支出 16,560,628

    地方債等償還支出 16,447,101

    その他の支出 113,527

  財務活動収入 17,437,948

    地方債等発行収入 17,437,948

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 769,174

本年度歳計外現金増減額 -206,289

本年度末歳計外現金残高 562,885

本年度末現金預金残高 11,098,121

財務活動収支 877,320

本年度資金収支額 893,529

前年度末資金残高 9,641,707

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 10,535,236


