
【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 40,390,369　固定負債 7,544,278
　　有形固定資産 37,792,591　　地方債 5,741,936
　　　事業用資産 30,720,772　　長期未払金 -
　　　　土地 23,711,327　　退職手当引当金 1,393,816
　　　　立木竹 17,528　　損失補償等引当金 408,526
　　　　建物 15,102,970　　その他 -
　　　　建物減価償却累計額 △8,608,806　流動負債 689,738
　　　　工作物 2,550,841　　1年内償還予定地方債 574,061
　　　　工作物減価償却累計額 △2,053,088　　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 65,386
　　　　航空機 -　　預り金 50,292
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -
　　　　その他 - 負債合計 8,234,016
　　　　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 43,524,450
　　　インフラ資産 6,439,380　余剰分(不足分) △8,021,663
　　　　土地 3,557,031
　　　　建物 88,182
　　　　建物減価償却累計額 △10,350
　　　　工作物 13,838,563
　　　　工作物減価償却累計額 △11,068,436
　　　　その他 4,273
　　　　その他減価償却累計額 △43
　　　　建設仮勘定 30,160
　　　物品 1,055,190
　　　物品減価償却累計額 △422,751
　　無形固定資産 266
　　　ソフトウェア 97
　　　その他 169
　　投資その他の資産 2,597,512
　　　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 201,790
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,221,070
　　　　減債基金 -
　　　　その他 2,221,070
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △10,602
　流動資産 3,346,434
　　現金預金 197,841
　　未収金 15,334
　　短期貸付金 25
　　基金 3,134,056
　　　財政調整基金 2,408,870
　　　減債基金 725,186
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △822 純資産合計 35,502,787

資産合計 43,736,803 負債及び純資産合計 43,736,803



【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 5,387,819
　　業務費用 3,086,297
　　　人件費 1,091,374
　　　　職員給与費 931,222
　　　　賞与等引当金繰入額 65,386
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 94,766
　　　物件費等 1,923,035
　　　　物件費 1,178,602
　　　　維持補修費 169,989
　　　　減価償却費 574,444
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 71,888
　　　　支払利息 29,666
　　　　徴収不能引当金繰入額 11,424
　　　　その他 30,798
　　移転費用 2,301,523
　　　補助金等 1,006,986
　　　社会保障給付 678,927
　　　他会計への繰出金 614,690
　　　その他 921
　経常収益 267,067
　　使用料及び手数料 72,654
　　その他 194,413
純経常行政コスト 5,120,752
　臨時損失 -
　　災害復旧事業費 -
　　資産除売却損 -
　　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 2,647
　　資産売却益 2,647
　　その他 -
純行政コスト 5,118,105



【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 35,107,678 43,127,587 △8,019,910
　純行政コスト(△) △5,118,105 △5,118,105
　財源 5,550,330 5,550,330
　　税収等 4,601,725 4,601,725
　　国県等補助金 948,604 948,604
　本年度差額 432,225 432,225
　固定資産等の変動（内部変動） 433,979 △433,979
　　有形固定資産等の増加 599,578 △599,578
　　有形固定資産等の減少 △574,444 574,444
　　貸付金・基金等の増加 923,348 △923,348
　　貸付金・基金等の減少 △514,503 514,503
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 △37,115 △37,115
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 395,109 396,863 △1,754
本年度末純資産残高 35,502,787 43,524,450 △8,021,663



【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 4,762,805
　　業務費用支出 2,461,282
　　　人件費支出 1,089,110
　　　物件費等支出 1,334,743
　　　支払利息支出 29,666
　　　その他の支出 7,763
　　移転費用支出 2,301,523
　　　補助金等支出 1,006,986
　　　社会保障給付支出 678,927
　　　他会計への繰出支出 614,690
　　　その他の支出 921
　業務収入 5,602,851
　　税収等収入 4,597,267
　　国県等補助金収入 788,570
　　使用料及び手数料収入 72,906
　　その他の収入 144,109
　臨時支出 -
　　災害復旧事業費支出 -
　　その他の支出 -
　臨時収入 17,300
業務活動収支 857,346
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,487,413
　　公共施設等整備費支出 613,425
　　基金積立金支出 518,907
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 355,081
　　その他の支出 -
　投資活動収入 631,231
　　国県等補助金収入 142,735
　　基金取崩収入 130,777
　　貸付金元金回収収入 355,072
　　資産売却収入 2,647
　　その他の収入 -
投資活動収支 △856,182
【財務活動収支】
　財務活動支出 604,773
　　地方債償還支出 604,773
　　その他の支出 -
　財務活動収入 567,713
　　地方債発行収入 567,713
　　その他の収入 -
財務活動収支 △37,060
本年度資金収支額 △35,897
前年度末資金残高 183,446
本年度末資金残高 147,549

前年度末歳計外現金残高 50,626
本年度歳計外現金増減額 △334
本年度末歳計外現金残高 50,292
本年度末現金預金残高 197,841
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