
一般会計等

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

　固定資産          13,752,709 　固定負債           3,898,300

　　有形固定資産          11,652,894 　　地方債等           2,908,487

　　　事業用資産           5,058,706 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,708,427 　　退職手当引当金             989,813

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           6,049,861 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △4,074,227 　流動負債             445,832

　　　　工作物           2,760,873 　　1年内償還予定地方債等             313,240

　　　　工作物減価償却累計額         △1,387,336 　　未払金                  63

　　　　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              56,374

　　　　航空機                  － 　　預り金              76,155

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他               1,188 負債合計           4,344,132

　　　　その他減価償却累計額                △80 【純資産の部】

　　　　建設仮勘定                  － 　固定資産等形成分          14,497,601

　　　インフラ資産           6,522,755 　余剰分（不足分）         △4,085,158

　　　　土地              14,605

　　　　建物                  －

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物          11,728,368

　　　　工作物減価償却累計額         △5,220,218

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品             302,683

　　　物品減価償却累計額           △231,249

　　無形固定資産              54,271

　　　ソフトウェア              54,164

　　　その他                 106

　　投資その他の資産           2,045,544

　　　投資及び出資金             968,443

　　　　有価証券                 200

　　　　出資金             968,243

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              28,358

　　　長期貸付金                  －

　　　基金           1,055,502

　　　　減債基金                  －

　　　　その他           1,055,502

　　　その他                  －



　　　徴収不能引当金             △6,758

　流動資産           1,003,866

　　現金預金             253,614

　　未収金               7,036

　　短期貸付金                  －

　　基金             744,893

　　　財政調整基金             719,697

　　　減債基金              25,196

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金             △1,677 純資産合計          10,412,443

資産合計          14,756,575 負債及び純資産合計          14,756,575



一般会計等

一般会計等行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      3,444,623

　業務費用                      2,227,167

　　人件費                        812,684

　　　職員給与費                        655,982

　　　賞与等引当金繰入額                         56,374

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                        100,328

　　物件費等                      1,353,699

　　　物件費                        785,912

　　　維持補修費                        147,151

　　　減価償却費                        420,636

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         60,783

　　　支払利息                         26,035

　　　徴収不能引当金繰入額                          8,435

　　　その他                         26,313

　移転費用                      1,217,456

　　補助金等                        683,872

　　社会保障給付                        240,837

　　他会計への繰出金                        292,226

　　その他                            521

経常収益                        198,034

　使用料及び手数料                         60,101

　その他                        137,933

純経常行政コスト                      3,246,589

臨時損失                         52,698

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                         52,698

　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                      3,299,287



一般会計等

一般会計等純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

（単位：千円）

科目 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 10,638,182 14,754,452 △4,116,270

　純行政コスト（△） △3,299,287 △3,299,287

　財源 3,070,387 3,070,387

　　税収等 2,591,828 2,591,828

　　国県等補助金 478,559 478,559

　本年度差額 △228,900 △228,900

　固定資産等の変動（内部変動） △258,901 258,901

　　有形固定資産等の増加 244,539 △244,539

　　有形固定資産等の減少 △504,324 504,324

　　貸付金・基金等の増加 125,171 △125,171

　　貸付金・基金等の減少 △124,287 124,287

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 － －

　その他 3,161 2,050 1,111

　本年度純資産変動額 △225,739 △256,851 31,112

本年度末純資産残高 10,412,443 14,497,601 △4,085,158



一般会計等純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日



一般会計等

一般会計等資金収支計算書
自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】

　業務支出                      3,007,910

　　業務費用支出                      1,790,454

　　　人件費支出                        810,211

　　　物件費等支出                        934,173

　　　支払利息支出                         26,035

　　　その他の支出                         20,035

　　移転費用支出                      1,217,456

　　　補助金等支出                        683,872

　　　社会保障給付支出                        240,837

　　　他会計への繰出支出                        292,226

　　　その他の支出                            521

　業務収入                      3,219,629

　　税収等収入                      2,591,230

　　国県等補助金収入                        478,559

　　使用料及び手数料収入                         61,108

　　その他の収入                         88,732

　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                        211,719

【投資活動収支】

　投資活動支出                        350,998

　　公共施設等整備費支出                        244,539

　　基金積立金支出                        106,459

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                        125,668

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                         94,678

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                         30,990

　　その他の収入                             －

投資活動収支                      △225,330

【財務活動収支】

　財務活動支出                        287,128

　　地方債等償還支出                        287,128

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        274,977

　　地方債等発行収入                        274,977

　　その他の収入                             －

財務活動収支                       △12,151

本年度資金収支額                       △25,762

前年度末資金残高                        203,220



本年度末資金残高                        177,459

前年度末歳計外現金残高                         76,834

本年度歳計外現金増減額                          △679

本年度末歳計外現金残高                         76,155

本年度末現金預金残高                        253,614


