
全体

全体貸借対照表
（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          14,059,294 　固定負債           4,343,212

　　有形固定資産          11,941,074 　　地方債等           3,353,399

　　　事業用資産           5,207,550 　　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             491,268

　　　　工作物           3,301,658 　　1年内償還予定地方債等             354,032

　　　　工作物減価償却累計額         △1,779,276 　　未払金                 141

　　　　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              60,939

　　　　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           4,834,480

　　　　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          15,002,515

　　　インフラ資産           6,662,091 　余剰分（不足分）         △4,409,072

　　　　土地              14,605 　他団体出資等分                  －

　　　　建物             356,895

　　　　建物減価償却累計額           △231,268

　　　　工作物          11,743,061

　　　　工作物減価償却累計額         △5,221,202

　　　　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           2,063,949

　　　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              43,100

　　　長期貸付金                  －

　　　基金           1,061,725

　　　　減債基金                  －

　　　　その他           1,061,725

　　　その他                  －



　　　徴収不能引当金             △9,319

　流動資産           1,368,629

　　現金預金             412,558

　　未収金              16,199

　　短期貸付金                  －

　　基金             943,221

　　　財政調整基金             918,026

　　　減債基金              25,196

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金             △3,349

　繰延資産                  － 純資産合計          10,593,443

資産合計          15,427,923 負債及び純資産合計          15,427,923



全体

全体行政コスト計算書
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                      4,993,332

　業務費用                      2,457,912

　　人件費                        860,391

　　　職員給与費                        698,128

　　　賞与等引当金繰入額                         60,939

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                        101,324

　　物件費等                      1,481,729

　　　物件費                        862,370

　　　維持補修費                        152,701

　　　減価償却費                        466,658

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                        115,792

　　　支払利息                         38,272

　　　徴収不能引当金繰入額                         11,953

　　　その他                         65,567

　移転費用                      2,535,420

　　補助金等                      2,292,748

　　社会保障給付                        242,149

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                            523

経常収益                        238,900

　使用料及び手数料                         89,887

　その他                        149,014

純経常行政コスト                      4,754,432

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                      4,807,130



全体

全体純資産変動計算書
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） 他団体出資等分

前年度末純資産残高 10,799,117 15,181,321 △4,382,204 －

　純行政コスト（△） △4,807,130 △4,807,130 －

　財源 4,598,561 4,598,561 －

　　税収等 3,219,112 3,219,112 －

　　国県等補助金 1,379,449 1,379,449 －

　本年度差額 △208,569 △208,569 －

　固定資産等の変動（内部変動） △180,590 180,590 －

　　有形固定資産等の増加 256,947 △256,947 －

　　有形固定資産等の減少 △550,346 550,346 －

　　貸付金・基金等の増加 254,393 △254,393 －

　　貸付金・基金等の減少 △141,584 141,584 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 － －

　他団体出資等分の増加 － －

　他団体出資等分の減少 － －

　その他 2,895 1,784 1,111

　本年度純資産変動額 △205,674 △178,806 △26,868 －

本年度末純資産残高 10,593,443 15,002,515 △4,409,072 －



全体

全体資金収支計算書
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                      4,505,278

　　業務費用支出                      1,969,858

　　　人件費支出                        857,066

　　　物件費等支出                      1,016,180

　　　支払利息支出                         38,272

　　　その他の支出                         58,339

　　移転費用支出                      2,535,420

　　　補助金等支出                      2,292,748

　　　社会保障給付支出                        242,149

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                            523

　業務収入                      4,788,921

　　税収等収入                      3,218,765

　　国県等補助金収入                      1,379,449

　　使用料及び手数料収入                         90,896

　　その他の収入                         99,811

　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                        283,644

【投資活動収支】

　投資活動支出                        479,831

　　公共施設等整備費支出                        256,947

　　基金積立金支出                        222,885

　　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                      △354,163

【財務活動収支】

　財務活動支出                        326,415

　　地方債等償還支出                        326,415

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        280,577

　　地方債等発行収入                        280,577

　　その他の収入                             －

財務活動収支                       △45,838

本年度資金収支額                      △116,357

前年度末資金残高                        452,760



本年度末資金残高                        336,402

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                        412,558


