
【様式第1号】
平成30年度

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 65,188,505　固定負債 21,010,074
　　有形固定資産 42,771,142　　地方債 18,448,298
　　　事業用資産 34,044,291　　長期未払金 -
　　　　土地 14,227,847　　退職手当引当金 2,561,776
　　　　立木竹 79,335　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 42,602,362　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △25,133,270　流動負債 2,220,207
　　　　工作物 1,554,475　　1年内償還予定地方債 1,898,932
　　　　工作物減価償却累計額 △874,677　　未払金 -
　　　　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 116,871
　　　　航空機 -　　預り金 -
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 204,404
　　　　その他 178,370 負債合計 23,230,281
　　　　その他減価償却累計額 △133,624【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 1,543,473　固定資産等形成分 66,345,500
　　　インフラ資産 8,464,933　余剰分(不足分) △22,571,973
　　　　土地 141,014
　　　　建物 20,175
　　　　建物減価償却累計額 △9,642
　　　　工作物 19,732,836
　　　　工作物減価償却累計額 △11,433,587
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 14,138
　　　物品 524,895
　　　物品減価償却累計額 △262,976
　　無形固定資産 -
　　　ソフトウェア -
　　　その他 -
　　投資その他の資産 22,417,363
　　　投資及び出資金 2,187,496
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 2,183,106
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 2,241,583
　　　長期貸付金 22,092
　　　基金 17,980,838
　　　　減債基金 5,793,222
　　　　その他 12,187,617
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △14,647
　流動資産 1,815,303
　　現金預金 517,497
　　未収金 78,907
　　短期貸付金 17,280
　　基金 1,139,715
　　　財政調整基金 1,139,715
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 64,670
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △2,766 純資産合計 43,773,527

資産合計 67,003,808 負債及び純資産合計 67,003,808



【様式第2号】
平成30年度

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 12,536,853
　　業務費用 7,732,305
　　　人件費 2,017,948
　　　　職員給与費 1,461,644
　　　　賞与等引当金繰入額 116,871
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 439,433
　　　物件費等 5,472,680
　　　　物件費 1,969,396
　　　　維持補修費 2,089,477
　　　　減価償却費 1,410,752
　　　　その他 3,054
　　　その他の業務費用 241,677
　　　　支払利息 178,813
　　　　徴収不能引当金繰入額 7,466
　　　　その他 55,398
　　移転費用 4,804,548
　　　補助金等 2,399,796
　　　社会保障給付 1,751,706
　　　他会計への繰出金 642,875
　　　その他 10,171
　経常収益 1,008,270
　　使用料及び手数料 516,682
　　その他 491,588
純経常行政コスト 11,528,583
　臨時損失 16,059
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 16,059
　　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 16,955
　　資産売却益 16,955
　　その他 -
純行政コスト 11,527,687



【様式第3号】
平成30年度

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 42,837,644 65,104,745 △22,267,101
　純行政コスト(△) △11,527,687 △11,527,687
　財源 12,456,540 12,456,540
　　税収等 9,373,699 9,373,699
　　国県等補助金 3,082,841 3,082,841
　本年度差額 928,853 928,853
　固定資産等の変動（内部変動） 1,233,725 △1,233,725
　　有形固定資産等の増加 2,988,965 △2,988,965
　　有形固定資産等の減少 △1,442,731 1,442,731
　　貸付金・基金等の増加 2,365,470 △2,365,470
　　貸付金・基金等の減少 △2,677,978 2,677,978
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 7,030 7,030
　比例連結割合変更に伴う差額 - - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 935,883 1,240,755 △304,872
本年度末純資産残高 43,773,527 66,345,500 △22,571,973



【様式第4号】
平成30年度

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 11,151,452
　　業務費用支出 6,346,904
　　　人件費支出 2,052,535
　　　物件費等支出 4,077,765
　　　支払利息支出 178,813
　　　その他の支出 37,791
　　移転費用支出 4,804,548
　　　補助金等支出 2,399,796
　　　社会保障給付支出 1,751,706
　　　他会計への繰出支出 642,875
　　　その他の支出 10,171
　業務収入 13,041,089
　　税収等収入 9,425,527
　　国県等補助金収入 2,630,389
　　使用料及び手数料収入 511,686
　　その他の収入 473,487
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 26,898
業務活動収支 1,916,535
【投資活動収支】
　投資活動支出 4,998,225
　　公共施設等整備費支出 2,525,655
　　基金積立金支出 2,365,230
　　投資及び出資金支出 107,100
　　貸付金支出 240
　　その他の支出 -
　投資活動収入 3,136,879
　　国県等補助金収入 425,555
　　基金取崩収入 2,644,308
　　貸付金元金回収収入 32,363
　　資産売却収入 34,653
　　その他の収入 -
投資活動収支 △1,861,345
【財務活動収支】
　財務活動支出 2,470,343
　　地方債償還支出 2,470,343
　　その他の支出 -
　財務活動収入 2,308,792
　　地方債発行収入 2,308,792
　　その他の収入 -
財務活動収支 △161,551
本年度資金収支額 △106,362
前年度末資金残高 623,859
本年度末資金残高 517,497

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 517,497


