
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 195,892,789   固定負債 44,134,603

    有形固定資産 179,042,052     地方債 40,220,171

      事業用資産 55,752,850     長期未払金 -

        土地 21,249,236     退職手当引当金 3,914,432

        立木竹 582,265     損失補償等引当金 -

        建物 69,965,498     その他 -

        建物減価償却累計額 -41,804,162   流動負債 4,933,527

        工作物 7,957,506     １年内償還予定地方債 4,421,320

        工作物減価償却累計額 -6,527,378     未払金 -

        船舶 120,852     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -51,846     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 250,968

        航空機 -     預り金 261,239

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 49,068,131

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,260,880   固定資産等形成分 198,139,771

      インフラ資産 122,531,871   余剰分（不足分） -46,563,239

        土地 7,483,901

        建物 2,542,408

        建物減価償却累計額 -1,102,853

        工作物 205,614,540

        工作物減価償却累計額 -95,059,379

        その他 1,123

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,052,132

      物品 6,374,200

      物品減価償却累計額 -5,616,868

    無形固定資産 6,205

      ソフトウェア 6,205

      その他 -

    投資その他の資産 16,844,533

      投資及び出資金 921,595

        有価証券 30,376

        出資金 891,219

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 365,115

      長期貸付金 1,912,640

      基金 13,656,866

        減債基金 4,349,335

        その他 9,307,531

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,684

  流動資産 4,751,874

    現金預金 1,549,173

    未収金 957,933

    短期貸付金 -

    基金 2,246,982

      財政調整基金 2,246,982

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,213 純資産合計 151,576,533

資産合計 200,644,663 負債及び純資産合計 200,644,663

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 （単位：千円）

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 26,193,029

    業務費用 16,375,108

      人件費 4,574,640

        職員給与費 3,486,984

        賞与等引当金繰入額 250,968

        退職手当引当金繰入額 253,776

        その他 582,912

      物件費等 11,450,721

        物件費 4,837,108

        維持補修費 672,236

        減価償却費 5,941,377

        その他 -

      その他の業務費用 349,747

        支払利息 224,137

        徴収不能引当金繰入額 13,897

        その他 111,712

    移転費用 9,817,920

      補助金等 4,861,035

      社会保障給付 3,271,950

      他会計への繰出金 1,616,653

      その他 68,282

  経常収益 875,907

    使用料及び手数料 418,141

    その他 457,766

純経常行政コスト 25,317,122

  臨時損失 1,124,483

    災害復旧事業費 226,497

    資産除売却損 897,986

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 26,431,920

    その他 -

  臨時利益 9,685

    資産売却益 9,685



【様式第3号】

会計：一般会計 （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 152,444,640 198,847,756 -46,403,116

  純行政コスト（△） -26,431,920 -26,431,920

  財源 25,174,968 25,174,968

    税収等 18,072,657 18,072,657

    国県等補助金 7,102,311 7,102,311

  本年度差額 -1,256,951 -1,256,951

  固定資産等の変動（内部変動） -1,096,829 1,096,829

    有形固定資産等の増加 11,446,552 -11,446,552

    有形固定資産等の減少 -12,440,455 12,440,455

    貸付金・基金等の増加 1,317,478 -1,317,478

    貸付金・基金等の減少 -1,420,404 1,420,404

  資産評価差額 -3,291 -3,291

  無償所管換等 392,135 392,135

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -868,108 -707,985 -160,123

本年度末純資産残高 151,576,533 198,139,771 -46,563,239

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 （単位：千円）

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 19,947,882

    業務費用支出 10,129,962

      人件費支出 4,319,957

      物件費等支出 5,585,868

      支払利息支出 224,137

      その他の支出 -

    移転費用支出 9,817,920

      補助金等支出 4,861,035

      社会保障給付支出 3,271,950

      他会計への繰出支出 1,616,653

      その他の支出 68,282

  業務収入 23,641,200

    税収等収入 18,073,703

    国県等補助金収入 4,694,787

    使用料及び手数料収入 419,360

    その他の収入 453,349

  臨時支出 226,497

    災害復旧事業費支出 226,497

    その他の支出 -

  臨時収入 74,398

業務活動収支 3,541,219

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,775,852

    公共施設等整備費支出 5,833,357

    基金積立金支出 926,887

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,608

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,415,629

    国県等補助金収入 2,403,367

    基金取崩収入 969,292

    貸付金元金回収収入 32,612

    資産売却収入 10,358

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,360,223

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,227,172

    地方債償還支出 4,227,172

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,452,900

    地方債発行収入 4,452,900

前年度末歳計外現金残高 231,100

本年度歳計外現金増減額 30,139

本年度末歳計外現金残高 261,239

本年度末現金預金残高 1,549,173

    その他の収入 -

財務活動収支 225,728

本年度資金収支額 406,724

前年度末資金残高 881,210

本年度末資金残高 1,287,934


