
【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 40,043,822　固定負債 7,600,930
　　有形固定資産 37,804,336　　地方債 5,748,284
　　　事業用資産 30,891,088　　長期未払金 -
　　　　土地 23,667,721　　退職手当引当金 1,379,643
　　　　立木竹 17,528　　損失補償等引当金 473,003
　　　　建物 15,683,975　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △9,005,897　流動負債 718,520
　　　　工作物 2,535,915　　1年内償還予定地方債 604,773
　　　　工作物減価償却累計額 △2,008,153　　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 63,121
　　　　航空機 -　　預り金 50,626
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 8,319,450
　　　　その他減価償却累計額 -【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 -　固定資産等形成分 43,127,587
　　　インフラ資産 6,238,787　余剰分(不足分) △8,019,910
　　　　土地 3,552,668
　　　　建物 88,182
　　　　建物減価償却累計額 △6,900
　　　　工作物 13,544,991
　　　　工作物減価償却累計額 △10,940,282
　　　　その他 130
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 -
　　　物品 1,015,473
　　　物品減価償却累計額 △341,013
　　無形固定資産 503
　　　ソフトウェア 270
　　　その他 233
　　投資その他の資産 2,238,983
　　　投資及び出資金 185,254
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 185,254
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 179,895
　　　長期貸付金 -
　　　基金 1,883,247
　　　　減債基金 -
　　　　その他 1,883,247
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △9,413
　流動資産 3,383,306
　　現金預金 234,071
　　未収金 40,685
　　短期貸付金 16
　　基金 3,083,749
　　　財政調整基金 2,360,827
　　　減債基金 722,922
　　棚卸資産 -
　　その他 25,387
　　徴収不能引当金 △603 純資産合計 35,107,678

資産合計 43,427,128 負債及び純資産合計 43,427,128



【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 5,379,962
　　業務費用 3,068,982
　　　人件費 1,086,373
　　　　職員給与費 926,405
　　　　賞与等引当金繰入額 63,121
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 96,846
　　　物件費等 1,696,255
　　　　物件費 1,101,248
　　　　維持補修費 34,724
　　　　減価償却費 560,284
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 286,354
　　　　支払利息 38,975
　　　　徴収不能引当金繰入額 8,946
　　　　その他 238,433
　　移転費用 2,310,980
　　　補助金等 1,023,592
　　　社会保障給付 676,421
　　　他会計への繰出金 607,656
　　　その他 3,312
　経常収益 264,177
　　使用料及び手数料 72,854
　　その他 191,322
純経常行政コスト 5,115,785
　臨時損失 524
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 524
　　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 53,503
　　資産売却益 53,503
　　その他 -
純行政コスト 5,062,806



【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 34,750,156 43,084,353 △8,334,197
　純行政コスト(△) △5,062,806 △5,062,806
　財源 5,421,683 5,421,683
　　税収等 4,527,853 4,527,853
　　国県等補助金 893,830 893,830
　本年度差額 358,878 358,878
　固定資産等の変動（内部変動） 43,163 △44,590
　　有形固定資産等の増加 599,045 △625,845
　　有形固定資産等の減少 △575,116 575,102
　　貸付金・基金等の増加 784,637 △759,250
　　貸付金・基金等の減少 △765,402 765,402
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 70 70
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 357,522 43,234 314,288
本年度末純資産残高 35,107,678 43,127,587 △8,019,910



【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 4,836,906
　　業務費用支出 2,525,926
　　　人件費支出 1,087,538
　　　物件費等支出 1,135,985
　　　支払利息支出 38,975
　　　その他の支出 263,428
　　移転費用支出 2,310,980
　　　補助金等支出 1,023,592
　　　社会保障給付支出 676,421
　　　他会計への繰出支出 607,656
　　　その他の支出 3,312
　業務収入 5,504,208
　　税収等収入 4,533,432
　　国県等補助金収入 719,127
　　使用料及び手数料収入 73,212
　　その他の収入 178,437
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 389
業務活動収支 667,691
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,388,923
　　公共施設等整備費支出 625,845
　　基金積立金支出 407,916
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 355,162
　　その他の支出 -
　投資活動収入 971,464
　　国県等補助金収入 174,314
　　基金取崩収入 374,143
　　貸付金元金回収収入 355,195
　　資産売却収入 67,812
　　その他の収入 -
投資活動収支 △417,458
【財務活動収支】
　財務活動支出 625,808
　　地方債償還支出 625,808
　　その他の支出 -
　財務活動収入 491,583
　　地方債発行収入 491,583
　　その他の収入 -
財務活動収支 △134,225
本年度資金収支額 116,008
前年度末資金残高 67,437
本年度末資金残高 183,446

前年度末歳計外現金残高 51,434
本年度歳計外現金増減額 △808
本年度末歳計外現金残高 50,626
本年度末現金預金残高 234,071


