
【様式第1号】

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 90,933,704 ※ 固定負債 44,172,658

有形固定資産 84,917,863 地方債 37,276,267
事業用資産 62,427,396 ※ 長期未払金 161,672

土地 52,856,219 退職手当引当金 6,290,756
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 35,990,596 その他 443,963
建物減価償却累計額 △ 26,444,917 流動負債 4,886,827
工作物 51,909 1年内償還予定地方債 3,736,151
工作物減価償却累計額 △ 26,412 未払金 36,077
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 610,460
航空機 - 預り金 504,139
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 49,059,485
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 95,090,377

インフラ資産 22,385,643 余剰分（不足分） △ 46,017,655
土地 14,567,210
建物 86,798
建物減価償却累計額 △ 80,138
工作物 29,355,622
工作物減価償却累計額 △ 22,785,464
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 1,241,615

物品 955,223
物品減価償却累計額 △ 850,398

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 6,015,842
投資及び出資金 114,423

有価証券 -
出資金 114,423
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 513,310
長期貸付金 -
基金 5,450,577

減債基金 18,297
その他 5,432,280

その他 -
徴収不能引当金 △ 62,468

流動資産 7,198,503 ※

現金預金 2,842,843
未収金 201,838
短期貸付金 -
基金 4,156,673

財政調整基金 4,156,673
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 2,852 49,072,722

98,132,207 98,132,207

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



【様式第２号】

（単位：千円）

経常費用 48,446,645
業務費用 20,856,393

人件費 8,001,009
職員給与費 5,854,705
賞与等引当金繰入額 610,460
退職手当引当金繰入額 436,100
その他 1,099,744

物件費等 11,990,372
物件費 9,643,247
維持補修費 1,216,504
減価償却費 1,129,246
その他 1,375

その他の業務費用 865,012
支払利息 305,225
徴収不能引当金繰入額 65,320
その他 494,467

移転費用 27,590,252
補助金等 7,127,854
社会保障給付 13,903,317
他会計への繰出金 6,528,169
その他 30,912

経常収益 1,655,579
使用料及び手数料 1,070,556
その他 585,023

純経常行政コスト △ 46,791,066
臨時損失 55,717

災害復旧事業費 -
資産除売却損 55,717
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 69,249
資産売却益 69,249
その他 -

純行政コスト △ 46,777,534

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 金額



【様式第３号】

（単位：千円）

前年度末純資産残高 47,665,553 ※ 93,840,735 △ 46,175,183

純行政コスト（△） △ 46,777,534 △ 46,777,534

財源 47,591,947 47,591,947

税収等 29,305,917 29,305,917

国県等補助金 18,286,030 18,286,030

本年度差額 814,413 814,413

固定資産等の変動（内部変動） 656,885 ※ △ 656,885 ※

有形固定資産等の増加 3,609,885 △ 3,609,885

有形固定資産等の減少 △ 2,761,520 2,761,520

貸付金・基金等の増加 1,416,264 △ 1,416,264

貸付金・基金等の減少 △ 1,607,745 1,607,745

資産評価差額 - -

無償所管換等 592,757 592,757

その他 - - -

本年度純資産変動額 1,407,169 ※ 1,249,641 ※ 157,528

本年度末純資産残高 49,072,722 ※ 95,090,377 ※ △ 46,017,655

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



【様式第４号】

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 47,198,844 ※

業務費用支出 19,579,697
人件費支出 7,926,310
物件費等支出 10,876,989
支払利息支出 305,225
その他の支出 471,173

移転費用支出 27,619,146
補助金等支出 7,156,354
社会保障給付支出 13,903,711
他会計への繰出支出 6,528,169
その他の支出 30,912

業務収入 48,928,196
税収等収入 29,341,666
国県等補助金収入 17,938,462
使用料及び手数料収入 1,069,389
その他の収入 578,679

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 1,729,353 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 3,492,397

公共施設等整備費支出 2,076,133
基金積立金支出 1,401,264
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 15,000
その他の支出 -

投資活動収入 2,048,718
国県等補助金収入 347,568
基金取崩収入 1,592,745
貸付金元金回収収入 15,000
資産売却収入 93,405
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,443,679
【財務活動収支】

財務活動支出 3,863,330
地方債償還支出 3,818,618
その他の支出 44,712

財務活動収入 3,690,306
地方債発行収入 3,690,306
その他の収入 -

財務活動収支 △ 173,024
112,650

2,136,062
2,248,712

前年度末歳計外現金残高 606,119
本年度歳計外現金増減額 △ 11,987
本年度末歳計外現金残高 594,131 ※

本年度末現金預金残高 2,842,843

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


