
【様式第1号】
平成30年度

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 69,117,969　固定負債 24,265,707
　　有形固定資産 47,075,361　　地方債等 19,768,437
　　　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 3,011,074
　　　　立木竹 79,335　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 42,602,362　　その他 1,486,197
　　　　建物減価償却累計額 △25,133,270　流動負債 3,224,076
　　　　工作物 1,554,475　　1年内償還予定地方債等 1,975,947
　　　　工作物減価償却累計額 △874,677　　未払金 35,735
　　　　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 143,358
　　　　航空機 -　　預り金 -
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 1,069,037
　　　　その他 178,370 負債合計 27,489,784
　　　　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 70,274,964
　　　インフラ資産 12,581,388　余剰分(不足分) △26,886,951
　　　　土地 189,371　他団体出資等分 -
　　　　建物 350,374
　　　　建物減価償却累計額 △166,904
　　　　工作物 27,135,507
　　　　工作物減価償却累計額 △14,941,098
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 14,138
　　　物品 1,628,282
　　　物品減価償却累計額 △1,178,600
　　無形固定資産 2,800
　　　ソフトウェア -
　　　その他 2,800
　　投資その他の資産 22,039,808
　　　投資及び出資金 1,657,496
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 1,653,106
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 2,382,644
　　　長期貸付金 22,092
　　　基金 18,000,747
　　　　減債基金 5,793,222
　　　　その他 12,207,525
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △23,171
　流動資産 1,759,828
　　現金預金 345,255
　　未収金 384,919
　　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 67,595
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △194,936
　繰延資産 - 純資産合計 43,388,013

資産合計 70,877,797 負債及び純資産合計 70,877,797



【様式第2号】
平成30年度

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 15,607,751
　　業務費用 8,890,451
　　　人件費 2,366,221
　　　　職員給与費 1,750,211
　　　　賞与等引当金繰入額 139,611
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 476,399
　　　物件費等 5,972,602
　　　　物件費 2,256,197
　　　　維持補修費 2,137,023
　　　　減価償却費 1,576,328
　　　　その他 3,054
　　　その他の業務費用 551,628
　　　　支払利息 200,039
　　　　徴収不能引当金繰入額 7,448
　　　　その他 344,141
　　移転費用 6,717,300
　　　補助金等 4,951,997
　　　社会保障給付 1,751,706
　　　その他 10,213
　経常収益 1,787,113
　　使用料及び手数料 983,558
　　その他 803,555
純経常行政コスト 13,820,638
　臨時損失 21,182
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 16,059
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 5,123
　臨時利益 16,955
　　資産売却益 16,955
　　その他 -
純行政コスト 13,824,865



【様式第3号】
平成30年度

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 42,391,460 68,952,443 △26,560,983 -
　純行政コスト(△) △13,824,865 △13,824,865 -
　財源 14,814,389 14,814,389 -
　　税収等 9,819,828 9,819,828 -
　　国県等補助金 4,994,561 4,994,561 -
　本年度差額 989,523 989,523 -
　固定資産等の変動（内部変動） 1,292,866 △1,292,866
　　有形固定資産等の増加 3,220,028 △3,220,028
　　有形固定資産等の減少 △1,614,800 1,614,800
　　貸付金・基金等の増加 2,365,617 △2,365,617
　　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
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　比例連結割合変更に伴う差額 - - - -
　その他 - 22,625 △22,625
　本年度純資産変動額 996,553 1,322,521 △325,968 -
本年度末純資産残高 43,388,013 70,274,964 △26,886,951 -



【様式第4号】
平成30年度

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 14,199,542
　　業務費用支出 7,482,242
　　　人件費支出 2,428,296
　　　物件費等支出 4,412,112
　　　支払利息支出 200,039
　　　その他の支出 441,795
　　移転費用支出 6,717,300
　　　補助金等支出 4,951,997
　　　社会保障給付支出 1,751,706
　　　その他の支出 10,213
　業務収入 16,309,600
　　税収等収入 9,937,834
　　国県等補助金収入 4,542,108
　　使用料及び手数料収入 1,044,204
　　その他の収入 785,455
　臨時支出 28,812
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 28,812
　臨時収入 26,898
業務活動収支 2,108,143
【投資活動収支】
　投資活動支出 5,229,435
　　公共施設等整備費支出 2,863,818
　　基金積立金支出 2,365,377
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 240
　　その他の支出 -
　投資活動収入 3,184,959
　　国県等補助金収入 473,635
　　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 △2,044,475
【財務活動収支】
　財務活動支出 2,555,618
　　地方債等償還支出 2,555,618
　　その他の支出 -
　財務活動収入 2,451,192
　　地方債等発行収入 2,451,192
　　その他の収入 -
財務活動収支 △104,426
本年度資金収支額 △40,758
前年度末資金残高 363,052
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 322,293

前年度末歳計外現金残高 55,400
本年度歳計外現金増減額 △32,439
本年度末歳計外現金残高 22,962
本年度末現金預金残高 345,255


