
【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 2,288,712,643   固定負債 788,404,575

    有形固定資産 2,233,153,717     地方債 714,151,998

      事業用資産 901,685,811     長期未払金 8,992,177

        土地 608,978,664     退職手当引当金 61,305,773

        立木竹 12,304     損失補償等引当金 1,512,945

        建物 651,189,675     その他 2,441,682

        建物減価償却累計額 -374,312,849   流動負債 117,286,405

        工作物 19,982,521     １年内償還予定地方債 103,163,341

        工作物減価償却累計額 -13,110,952     未払金 94,906

        船舶 916,594     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -916,196     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 5,758,789

        航空機 1,778,700     預り金 7,511,300

        航空機減価償却累計額 -1,778,700     その他 758,069

        その他 6,779,025 負債合計 905,690,980

        その他減価償却累計額 -6,534,399 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,701,424   固定資産等形成分 2,392,318,782

      インフラ資産 1,317,740,318   余剰分（不足分） -892,654,986

        土地 729,354,284

        建物 39,937,236

        建物減価償却累計額 -23,332,378

        工作物 1,601,832,823

        工作物減価償却累計額 -1,169,075,532

        その他 482,343

        その他減価償却累計額 -162,924

        建設仮勘定 138,704,466

      物品 25,961,160

      物品減価償却累計額 -12,233,571

    無形固定資産 386,736

      ソフトウェア 364,327

      その他 22,409

    投資その他の資産 55,172,190

      投資及び出資金 36,680,814

        有価証券 -

        出資金 3,991,326

        その他 32,689,489

      投資損失引当金 -7,336,072

      長期延滞債権 4,632,323

      長期貸付金 8,056,052

      基金 13,496,688

        減債基金 -

        その他 13,496,688

      その他 -

      徴収不能引当金 -357,616

  流動資産 116,642,133

    現金預金 11,031,106

    未収金 2,174,934

    短期貸付金 -

    基金 103,606,139

      財政調整基金 7,620,612

      減債基金 95,985,527

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -170,046 純資産合計 1,499,663,797

資産合計 2,405,354,776 負債及び純資産合計 2,405,354,776

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 770,617

純行政コスト 349,672,841

    その他 -

  臨時利益 1,567,972

    資産売却益 797,355

    資産除売却損 2,045,719

    投資損失引当金繰入額 1,466,764

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 347,728,330

  臨時損失 3,512,483

    災害復旧事業費 -

  経常収益 24,748,270

    使用料及び手数料 11,336,642

    その他 13,411,628

      社会保障給付 86,689,379

      他会計への繰出金 19,511,969

      その他 2,053,473

        その他 3,393,746

    移転費用 143,518,051

      補助金等 35,263,229

      その他の業務費用 9,734,249

        支払利息 5,945,548

        徴収不能引当金繰入額 394,955

        維持補修費 2,159,164

        減価償却費 43,777,275

        その他 -

        その他 5,511,049

      物件費等 122,351,772

        物件費 76,415,333

        職員給与費 80,547,763

        賞与等引当金繰入額 5,758,789

        退職手当引当金繰入額 5,054,927

  経常費用 372,476,600

    業務費用 228,958,549

      人件費 96,872,528

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



【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)

前年度末純資産残高 1,479,113,726 2,389,941,008 -910,827,282

  純行政コスト（△） -349,672,841 -349,672,841

  財源 332,114,671 332,114,671

    税収等 241,565,025 241,565,025

    国県等補助金 90,549,646 90,549,646

  本年度差額 -17,558,169 -17,558,169

  固定資産等の変動（内部変動） -32,505,245 32,505,245

    有形固定資産等の増加 16,932,694 -16,932,694

    有形固定資産等の減少 -46,427,134 46,427,134

    貸付金・基金等の増加 65,664,941 -65,664,941

    貸付金・基金等の減少 -68,675,747 68,675,747

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 35,019,128 35,019,128

  その他 3,089,112 -136,109 3,225,221

  本年度純資産変動額 20,550,070 2,377,774 18,172,296

本年度末純資産残高 1,499,663,797 2,392,318,782 -892,654,986

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）

前年度末歳計外現金残高 6,974,754

本年度歳計外現金増減額 536,546

本年度末歳計外現金残高 7,511,300

本年度末現金預金残高 11,031,106

    その他の収入 -

財務活動収支 -7,763,393

本年度資金収支額 -420,412

前年度末資金残高 3,940,218

本年度末資金残高 3,519,806

  財務活動支出 94,381,058

    地方債償還支出 94,381,058

    その他の支出 -

  財務活動収入 86,617,665

    地方債発行収入 86,617,665

    貸付金元金回収収入 515,610

    資産売却収入 1,401,494

    その他の収入 28,192,062

投資活動収支 -13,554,524

【財務活動収支】

    貸付金支出 254,135

    その他の支出 28,192,062

  投資活動収入 66,706,689

    国県等補助金収入 16,390

    基金取崩収入 36,581,133

【投資活動収支】

  投資活動支出 80,261,214

    公共施設等整備費支出 16,455,703

    基金積立金支出 32,150,625

    投資及び出資金支出 3,208,689

  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 20,897,506

  業務収入 356,178,241

    税収等収入 241,365,670

    国県等補助金収入 90,533,256

    使用料及び手数料収入 11,333,539

    その他の収入 12,945,776

    移転費用支出 144,258,538

      補助金等支出 36,003,716

      社会保障給付支出 86,689,379

      他会計への繰出支出 19,511,969

      その他の支出 2,053,473

    業務費用支出 191,022,198

      人件費支出 99,036,505

      物件費等支出 82,626,983

      支払利息支出 5,961,364

      その他の支出 3,397,347

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 335,280,736


