
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産          19,248,494 　固定負債           6,866,477

　　有形固定資産          13,230,419 　　地方債等           6,325,202

　　　事業用資産           5,257,625 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,238,467 　　退職手当引当金             541,275

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           9,449,180 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △5,785,189 　流動負債             634,904

　　　　工作物             937,088 　　1年内償還予定地方債等             574,936

　　　　工作物減価償却累計額           △582,900 　　未払金                 118

　　　　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              50,598

　　　　航空機                  － 　　預り金               9,252

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他               1,040 負債合計           7,501,380

　　　　その他減価償却累計額                △62 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定                  － 　固定資産等形成分          22,839,717

　　　インフラ資産           7,847,962 　余剰分（不足分）         △7,245,212

　　　　土地             141,624

　　　　建物               1,324

　　　　建物減価償却累計額               △221

　　　　工作物          18,654,100

　　　　工作物減価償却累計額        △10,999,938

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              51,073

　　　物品             658,352

　　　物品減価償却累計額           △533,520

　　無形固定資産              96,465

　　　ソフトウェア              95,331

　　　その他               1,134

　　投資その他の資産           5,921,610

　　　投資及び出資金             309,346

　　　　有価証券                  －

　　　　出資金             309,346

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権               6,219

　　　長期貸付金              42,000

　　　基金           5,565,014

　　　　減債基金           1,820,277

　　　　その他           3,744,737

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金               △969

　流動資産           3,847,391

　　現金預金             252,726

　　未収金               4,078

　　短期貸付金               8,340

　　基金           3,582,883

　　　財政調整基金           3,582,883

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金               △635 純資産合計          15,594,505

資産合計          23,095,885 負債及び純資産合計          23,095,885



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      4,001,274

　業務費用                      2,465,327

　　人件費                        994,634

　　　職員給与費                        615,029

　　　賞与等引当金繰入額                         50,598

　　　退職手当引当金繰入額                          9,005

　　　その他                        320,002

　　物件費等                      1,429,863

　　　物件費                        729,397

　　　維持補修費                        193,743

　　　減価償却費                        506,723

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         40,831

　　　支払利息                         26,678

　　　徴収不能引当金繰入額                          1,034

　　　その他                         13,119

　移転費用                      1,535,947

　　補助金等                        907,915

　　社会保障給付                        261,187

　　他会計への繰出金                        356,519

　　その他                         10,326

経常収益                        181,124

　使用料及び手数料                         72,691

　その他                        108,433

純経常行政コスト                      3,820,150

臨時損失                              0

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                              0

　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                             －

　資産売却益                             －

　その他                             －

純行政コスト                      3,820,150

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）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 14,783,670 22,438,383 △7,654,712

　純行政コスト（△） △3,820,150 △3,820,150

　財源 4,630,977 4,630,977

　　税収等 3,730,291 3,730,291

　　国県等補助金 900,685 900,685

　本年度差額 810,826 810,826

　固定資産等の変動（内部変動） 401,326 △401,326

　　有形固定資産等の増加 655,196 △655,196

　　有形固定資産等の減少 △506,723 506,723

　　貸付金・基金等の増加 396,185 △396,185

　　貸付金・基金等の減少 △143,332 143,332

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 － －

　その他 8 8 －

　本年度純資産変動額 810,835 401,334 409,501

本年度末純資産残高 15,594,505 22,839,717 △7,245,212

一般会計等

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

科目 合計



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                      3,486,294

　　業務費用支出                      1,950,175

　　　人件費支出                        988,580

　　　物件費等支出                        923,140

　　　支払利息支出                         26,678

　　　その他の支出                         11,779

　　移転費用支出                      1,536,118

　　　補助金等支出                        907,915

　　　社会保障給付支出                        261,187

　　　他会計への繰出支出                        356,519

　　　その他の支出                         10,497

　業務収入                      4,534,975

　　税収等収入                      3,727,663

　　国県等補助金収入                        631,230

　　使用料及び手数料収入                         72,691

　　その他の収入                        103,392

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                      1,048,682

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      1,023,683

　　公共施設等整備費支出                        655,196

　　基金積立金支出                        359,458

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                          9,030

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                        384,947

　　国県等補助金収入                        269,456

　　基金取崩収入                        106,556

　　貸付金元金回収収入                          8,935

　　資産売却収入                             －

　　その他の収入                             －

投資活動収支                      △638,737

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,103,577

　　地方債等償還支出                      1,103,577

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        719,938

　　地方債等発行収入                        719,938

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △383,639

本年度資金収支額                         26,306

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



前年度末資金残高                        217,168

本年度末資金残高                        243,474

前年度末歳計外現金残高                          9,490

本年度歳計外現金増減額                          △238

本年度末歳計外現金残高                          9,252

本年度末現金預金残高                        252,726


