
【様式第1号】
平成31年度

全体貸借対照表
(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 67,918,321　固定負債 21,786,168
　　有形固定資産 43,998,327　　地方債等 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 2,817,040
　　　　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 2,496,267
　　　　工作物 1,642,394　　1年内償還予定地方債等 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 164,768
　　　　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 24,282,434
　　　　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 69,095,132
　　　インフラ資産 8,468,358　余剰分(不足分) △23,166,770
　　　　土地 176,358　他団体出資等分 -
　　　　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 22,035,743
　　　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 -
　　　長期延滞債権 2,296,672
　　　長期貸付金 15,086
　　　基金 17,537,490
　　　　減債基金 5,408,779
　　　　その他 12,128,711
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △19,801
　流動資産 2,292,475
　　現金預金 896,226
　　未収金 99,575
　　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 △4,438
　繰延資産 - 純資産合計 45,928,362

資産合計 70,210,797 負債及び純資産合計 70,210,797



【様式第2号】
平成31年度

全体行政コスト計算書
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 14,771,927
　　業務費用 8,030,264
　　　人件費 2,152,030
　　　　職員給与費 1,567,576
　　　　賞与等引当金繰入額 164,768
　　　　退職手当引当金繰入額 7,064
　　　　その他 412,623
　　　物件費等 5,519,318
　　　　物件費 2,900,168
　　　　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 358,916
　　　　支払利息 156,814
　　　　徴収不能引当金繰入額 12,628
　　　　その他 189,474
　　移転費用 6,741,663
　　　補助金等 4,930,646
　　　社会保障給付 1,802,026
　　　その他 8,991
　経常収益 1,436,424
　　使用料及び手数料 508,382
　　その他 928,043
純経常行政コスト 13,335,503
　臨時損失 11,472
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 11,472
　　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 13,336,207



【様式第3号】
平成31年度

全体純資産変動計算書
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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 42,241,873 66,497,945 △24,256,073 -
　純行政コスト(△) △13,336,207 △13,336,207 -
　財源 14,535,671 14,535,671 -
　　税収等 9,120,266 9,120,266 -
　　国県等補助金 5,415,405 5,415,405 -
　本年度差額 1,199,464 1,199,464 -
　固定資産等の変動（内部変動） 974,793 △974,793
　　有形固定資産等の増加 5,271,911 △5,271,911
　　有形固定資産等の減少 △3,834,709 3,834,709
　　貸付金・基金等の増加 1,710,849 △1,710,849
　　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
　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 2,478,321 1,613,689 864,632
　本年度純資産変動額 3,686,489 2,597,187 1,089,303 -
本年度末純資産残高 45,928,362 69,095,132 △23,166,770 -



【様式第4号】
平成31年度

全体資金収支計算書
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 13,330,931
　　業務費用支出 6,589,268
　　　人件費支出 2,320,907
　　　物件費等支出 4,088,905
　　　支払利息支出 156,814
　　　その他の支出 22,642
　　移転費用支出 6,741,663
　　　補助金等支出 4,930,646
　　　社会保障給付支出 1,802,026
　　　その他の支出 8,991
　業務収入 14,921,086
　　税収等収入 9,183,303
　　国県等補助金収入 4,290,113
　　使用料及び手数料収入 518,159
　　その他の収入 929,511
　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 1,612,940
【投資活動収支】
　投資活動支出 4,750,062
　　公共施設等整備費支出 3,020,413
　　基金積立金支出 1,709,559
　　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 △1,449,279
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,892,626
　　地方債等償還支出 1,892,626
　　その他の支出 -
　財務活動収入 2,492,461
　　地方債等発行収入 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 763,496
前年度末資金残高 132,730
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 896,226

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 896,226


