
【様式第1号】
平成31年度

一般会計等貸借対照表
(令和02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 67,779,177　固定負債 21,359,557
　　有形固定資産 43,998,327　　地方債 18,969,128
　　　事業用資産 35,333,144　　長期未払金 -
　　　　土地 14,244,321　　退職手当引当金 2,390,429
　　　　立木竹 79,335　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 45,756,575　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △25,960,853　流動負債 2,472,059
　　　　工作物 1,642,394　　1年内償還予定地方債 1,977,938
　　　　工作物減価償却累計額 △934,300　　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 140,560
　　　　航空機 -　　預り金 -
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 353,562
　　　　その他 179,273 負債合計 23,831,615
　　　　その他減価償却累計額 △142,652【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 469,051　固定資産等形成分 68,955,988
　　　インフラ資産 8,468,358　余剰分(不足分) △22,185,988
　　　　土地 176,358
　　　　建物 20,175
　　　　建物減価償却累計額 △10,315
　　　　工作物 20,109,236
　　　　工作物減価償却累計額 △11,831,146
　　　　その他 -
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 4,050
　　　物品 525,872
　　　物品減価償却累計額 △329,047
　　無形固定資産 1,884,251
　　　ソフトウェア 10,150
　　　その他 1,874,101
　　投資その他の資産 21,896,599
　　　投資及び出資金 2,206,296
　　　　有価証券 4,390
　　　　出資金 2,201,906
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 2,169,782
　　　長期貸付金 15,086
　　　基金 17,517,327
　　　　減債基金 5,408,779
　　　　その他 12,108,548
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △11,891
　流動資産 2,822,438
　　現金預金 1,458,195
　　未収金 65,447
　　短期貸付金 11,047
　　基金 1,165,764
　　　財政調整基金 1,165,764
　　　減債基金 -
　　棚卸資産 124,301
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △2,317 純資産合計 46,769,999

資産合計 70,601,615 負債及び純資産合計 70,601,615



【様式第2号】
平成31年度

一般会計等行政コスト計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

　経常費用 11,891,768
　　業務費用 7,523,819
　　　人件費 1,885,711
　　　　職員給与費 1,341,774
　　　　賞与等引当金繰入額 140,560
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 403,377
　　　物件費等 5,279,355
　　　　物件費 2,660,205
　　　　維持補修費 1,168,256
　　　　減価償却費 1,448,088
　　　　その他 2,806
　　　その他の業務費用 358,753
　　　　支払利息 156,814
　　　　徴収不能引当金繰入額 13,925
　　　　その他 188,014
　　移転費用 4,367,949
　　　補助金等 2,169,376
　　　社会保障給付 1,802,026
　　　他会計への繰出金 387,590
　　　その他 8,957
　経常収益 1,094,549
　　使用料及び手数料 505,382
　　その他 589,167
純経常行政コスト 10,797,219
　臨時損失 11,472
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 11,472
　　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 10,768
　　資産売却益 10,768
　　その他 -
純行政コスト 10,797,923



【様式第3号】
平成31年度

一般会計等純資産変動計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02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 43,773,527 66,345,500 △22,571,973
　純行政コスト(△) △10,797,923 △10,797,923
　財源 12,172,002 12,172,002
　　税収等 8,618,218 8,618,218
　　国県等補助金 3,553,784 3,553,784
　本年度差額 1,374,079 1,374,079
　固定資産等の変動（内部変動） 988,094 △988,094
　　有形固定資産等の増加 5,231,139 △5,231,139
　　有形固定資産等の減少 △3,780,381 3,780,381
　　貸付金・基金等の増加 1,710,594 △1,710,594
　　貸付金・基金等の減少 △2,173,257 2,173,257
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 8,704 8,704
　比例連結割合変更に伴う差額 - - -
　その他 1,613,689 1,613,689 -
　本年度純資産変動額 2,996,472 2,610,488 385,985
本年度末純資産残高 46,769,999 68,955,988 △22,185,988



【様式第4号】
平成31年度

一般会計等資金収支計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 10,428,256
　　業務費用支出 6,060,307
　　　人件費支出 2,033,369
　　　物件費等支出 3,848,943
　　　支払利息支出 156,814
　　　その他の支出 21,181
　　移転費用支出 4,367,949
　　　補助金等支出 2,169,376
　　　社会保障給付支出 1,802,026
　　　他会計への繰出支出 387,590
　　　その他の支出 8,957
　業務収入 12,195,357
　　税収等収入 8,661,071
　　国県等補助金収入 2,428,493
　　使用料及び手数料収入 515,159
　　その他の収入 590,635
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 22,786
業務活動収支 1,789,887
【投資活動収支】
　投資活動支出 4,749,807
　　公共施設等整備費支出 3,020,413
　　基金積立金支出 1,709,304
　　投資及び出資金支出 18,800
　　貸付金支出 1,290
　　その他の支出 -
　投資活動収入 3,300,783
　　国県等補助金収入 1,102,506
　　基金取崩収入 2,143,735
　　貸付金元金回収収入 29,828
　　資産売却収入 24,714
　　その他の収入 -
投資活動収支 △1,449,024
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,892,626
　　地方債償還支出 1,892,626
　　その他の支出 -
　財務活動収入 2,492,461
　　地方債発行収入 2,492,461
　　その他の収入 -
財務活動収支 599,835
本年度資金収支額 940,698
前年度末資金残高 517,497
本年度末資金残高 1,458,195

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 1,458,195


