
【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 46,940,945　固定負債 12,530,451
　　有形固定資産 44,272,831　　地方債等 10,677,805
　　　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 1,030,642
　　　　工作物 2,535,915　　1年内償還予定地方債等 915,738
　　　　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 64,278
　　　　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 13,561,092
　　　　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 50,024,710
　　　インフラ資産 12,707,283　余剰分(不足分) △13,177,594
　　　　土地 3,552,668　他団体出資等分 -
　　　　建物 88,182
　　　　建物減価償却累計額 △6,900
　　　　工作物 22,179,993
　　　　工作物減価償却累計額 △13,201,192
　　　　その他 130
　　　　その他減価償却累計額 -
　　　　建設仮勘定 94,403
　　　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 2,667,611
　　　投資及び出資金 185,254
　　　　有価証券 -
　　　　出資金 185,254
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 251,138
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,243,265
　　　　減債基金 -
　　　　その他 2,243,265
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △12,047
　流動資産 3,467,264
　　現金預金 306,406
　　未収金 52,334
　　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 △629
　繰延資産 - 純資産合計 36,847,117

資産合計 50,408,209 負債及び純資産合計 50,408,209



【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 8,193,584
　　業務費用 3,491,315
　　　人件費 1,112,718
　　　　職員給与費 951,340
　　　　賞与等引当金繰入額 64,278
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 97,100
　　　物件費等 1,957,975
　　　　物件費 1,191,402
　　　　維持補修費 34,724
　　　　減価償却費 731,850
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 420,621
　　　　支払利息 111,740
　　　　徴収不能引当金繰入額 12,322
　　　　その他 296,559
　　移転費用 4,702,269
　　　補助金等 3,986,900
　　　社会保障給付 676,421
　　　その他 38,948
　経常収益 477,551
　　使用料及び手数料 229,194
　　その他 248,358
純経常行政コスト 7,716,033
　臨時損失 524
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 524
　　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 7,663,053



【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 36,298,357 49,694,728 △13,396,371 -
　純行政コスト(△) △7,663,053 △7,663,053 -
　財源 8,213,169 8,213,169 -
　　税収等 5,646,974 5,646,974 -
　　国県等補助金 2,566,195 2,566,195 -
　本年度差額 550,116 550,116 -
　固定資産等の変動（内部変動） 329,912 △331,338
　　有形固定資産等の増加 1,036,989 △1,063,788
　　有形固定資産等の減少 △746,682 746,669
　　貸付金・基金等の増加 842,229 △816,842
　　貸付金・基金等の減少 △802,624 802,624
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 70 70
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 548,760 329,982 218,778 -
本年度末純資産残高 36,847,117 50,024,710 △13,177,594 -



【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 7,473,063
　　業務費用支出 2,770,793
　　　人件費支出 1,114,324
　　　物件費等支出 1,226,139
　　　支払利息支出 111,740
　　　その他の支出 318,590
　　移転費用支出 4,702,269
　　　補助金等支出 3,986,900
　　　社会保障給付支出 676,421
　　　その他の支出 38,948
　業務収入 8,510,646
　　税収等収入 5,656,286
　　国県等補助金収入 2,391,491
　　使用料及び手数料収入 227,397
　　その他の収入 235,473
　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 1,037,973
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,868,452
　　公共施設等整備費支出 1,063,788
　　基金積立金支出 449,502
　　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 985,612
　　国県等補助金収入 174,314
　　基金取崩収入 388,291
　　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 △882,840
【財務活動収支】
　財務活動支出 915,227
　　地方債等償還支出 915,227
　　その他の支出 -
　財務活動収入 831,483
　　地方債等発行収入 831,483
　　その他の収入 -
財務活動収支 △83,744
本年度資金収支額 71,389
前年度末資金残高 184,391
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 255,780

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 306,406


