
【様式第1号】

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 93,185,586 固定負債 44,239,059

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 228,073

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 4,928,309
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 51,800
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 636,219
航空機 - 預り金 504,139
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 49,167,367 ※

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 97,342,258 ※

インフラ資産 22,385,643 余剰分（不足分） △ 45,272,863
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 8,267,723
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 773,476
長期貸付金 -
基金 7,554,858

減債基金 18,297
その他 7,536,561

その他 -
徴収不能引当金 △ 175,034

流動資産 8,051,177
現金預金 3,445,698
未収金 456,844
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 △ 8,038 52,069,395

101,236,762 ※ 101,236,762

※ 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。

全体貸借対照表
（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 74,482,210 ※

業務費用 22,728,642 ※

人件費 8,387,452
職員給与費 6,125,966
賞与等引当金繰入額 636,219
退職手当引当金繰入額 436,100
その他 1,189,167

物件費等 12,871,628
物件費 10,524,503
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 1,469,563
支払利息 307,137
徴収不能引当金繰入額 183,072
その他 979,354

移転費用 51,753,567
補助金等 36,741,586
社会保障給付 13,903,317
他会計への繰出金 1,077,752
その他 30,912

経常収益 1,893,571
使用料及び手数料 1,070,571
その他 823,000

純経常行政コスト △ 72,588,639
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 △ 72,575,107

※ 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。

全体行政コスト計算書
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 50,898,206 95,813,379 △ 44,915,172

純行政コスト（△） △ 72,575,107 △ 72,575,107

財源 73,153,539 73,153,539

税収等 39,681,420 39,681,420

国県等補助金 33,472,119 33,472,119

本年度差額 578,432 578,432

固定資産等の変動（内部変動） 936,123 ※ △ 936,123 ※

有形固定資産等の増加 4,233,423 △ 4,233,423

有形固定資産等の減少 △ 3,447,221 3,447,221

貸付金・基金等の増加 2,158,836 △ 2,158,836

貸付金・基金等の減少 △ 2,008,916 2,008,916

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 1,171,189 1,528,880 △ 357,691

本年度末純資産残高 52,069,395 97,342,258 ※ △ 45,272,863

※ 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。

全体純資産変動計算書
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 73,094,653

業務費用支出 21,312,191 ※

人件費支出 8,311,293
物件費等支出 11,758,245
支払利息支出 307,137
その他の支出 935,517

移転費用支出 51,782,462 ※

補助金等支出 36,770,086
社会保障給付支出 13,903,711
他会計への繰出支出 1,077,752
その他の支出 30,912

業務収入 74,680,591
税収等収入 39,678,601
国県等補助金収入 33,124,529
使用料及び手数料収入 1,069,403
その他の収入 808,058

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 22
業務活動収支 1,585,960
【投資活動収支】

投資活動支出 4,234,969
公共施設等整備費支出 2,076,133
基金積立金支出 2,143,836
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 2,449,889
国県等補助金収入 347,568
基金取崩収入 1,993,916
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 △ 1,785,081 ※

【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
△ 372,144 ※

3,223,711
2,851,566 ※

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 3,445,698 ※

※ 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

全体資金収支計算書
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


