
【様式第1号】

（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 321,921,620   固定負債 49,685,504

    有形固定資産 311,343,580     地方債 38,094,497

      事業用資産 131,191,998     長期未払金 131,795

        土地 59,406,763     退職手当引当金 7,796,332

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,662,880

        建物 125,570,439     その他 -

        建物減価償却累計額 -69,155,549   流動負債 6,400,502

        工作物 22,422,435     １年内償還予定地方債 4,884,759

        工作物減価償却累計額 -7,141,234     未払金 50,071

        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 694,546

        航空機 -     預り金 771,125

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 56,086,006

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 89,142   固定資産等形成分 331,490,638

      インフラ資産 178,055,232   余剰分（不足分） -51,999,763

        土地 147,139,293

        建物 3,713,970

        建物減価償却累計額 -1,279,973

        工作物 59,208,348

        工作物減価償却累計額 -31,355,997

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 629,591

      物品 6,438,257

      物品減価償却累計額 -4,341,907

    無形固定資産 34,909

      ソフトウェア 34,909

      その他 -

    投資その他の資産 10,543,131

      投資及び出資金 500,198

        有価証券 -

        出資金 500,198

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 424,343

      長期貸付金 177,055

      基金 9,486,945

        減債基金 40,019

        その他 9,446,926

      その他 -

      徴収不能引当金 -45,409

  流動資産 13,655,261

    現金預金 3,821,272

    未収金 288,442

    短期貸付金 -

    基金 9,569,018

      財政調整基金 9,569,018

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -23,471 純資産合計 279,490,875

資産合計 335,576,881 負債及び純資産合計 335,576,881

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 52,477,626

    業務費用 28,802,467

      人件費 11,082,505

        職員給与費 8,140,984

        賞与等引当金繰入額 694,546

        退職手当引当金繰入額 422,550

        その他 1,824,425

      物件費等 17,342,250

        物件費 11,480,906

        維持補修費 1,230,314

        減価償却費 4,621,550

        その他 9,480

      その他の業務費用 377,711

        支払利息 182,276

        徴収不能引当金繰入額 35,717

        その他 159,718

    移転費用 23,675,159

      補助金等 7,566,188

      社会保障給付 11,690,394

      他会計への繰出金 4,270,919

      その他 147,659

  経常収益 3,163,335

    使用料及び手数料 959,820

    その他 2,203,515

純経常行政コスト 49,314,291

  臨時損失 510,807

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 17,153

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 493,654

    その他 -

純行政コスト 49,798,421

    その他 -

  臨時利益 26,677

    資産売却益 26,677



【様式第3号】

（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 272,966,595 326,235,798 -53,269,203

  純行政コスト（△） -49,798,421 -49,798,421

  財源 53,727,996 53,727,996

    税収等 41,567,411 41,567,411

    国県等補助金 12,160,585 12,160,585

  本年度差額 3,929,575 3,929,575

  固定資産等の変動（内部変動） 2,660,135 -2,660,135

    有形固定資産等の増加 8,496,500 -8,496,500

    有形固定資産等の減少 -7,290,686 7,290,686

    貸付金・基金等の増加 3,831,740 -3,831,740

    貸付金・基金等の減少 -2,377,419 2,377,419

  資産評価差額 -884 -884

  無償所管換等 2,595,589 2,595,589

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 6,524,280 5,254,840 1,269,441

本年度末純資産残高 279,490,875 331,490,638 -51,999,763

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】

（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 48,287,020

    業務費用支出 24,611,861

      人件費支出 11,556,596

      物件費等支出 12,872,989

      支払利息支出 182,276

      その他の支出 -

    移転費用支出 23,675,159

      補助金等支出 7,566,188

      社会保障給付支出 11,690,394

      他会計への繰出支出 4,270,919

      その他の支出 147,659

  業務収入 55,145,823

    税収等収入 41,557,816

    国県等補助金収入 10,439,885

    使用料及び手数料収入 959,820

    その他の収入 2,188,302

  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 6,858,802

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,446,664

    公共施設等整備費支出 5,708,571

    基金積立金支出 2,838,978

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 899,115

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,100,553

    国県等補助金収入 1,720,700

    基金取崩収入 1,374,062

    貸付金元金回収収入 919,868

    資産売却収入 85,923

    その他の収入 -

投資活動収支 -5,346,111

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,032,971

    地方債償還支出 4,949,350

    その他の支出 83,622

  財務活動収入 2,936,200

    地方債発行収入 2,936,200

前年度末歳計外現金残高 773,310

本年度歳計外現金増減額 -2,185

本年度末歳計外現金残高 771,125

本年度末現金預金残高 3,821,272

    その他の収入 -

財務活動収支 -2,096,771

本年度資金収支額 -584,080

前年度末資金残高 3,634,227

本年度末資金残高 3,050,147


