
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          20,538,775 　固定負債           8,492,075

　　有形固定資産          14,469,629 　　地方債等           7,850,916

　　　事業用資産           5,568,127 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,241,686 　　退職手当引当金             641,159

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           9,602,737 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △5,881,500 　流動負債             719,932

　　　　工作物           1,769,809 　　1年内償還予定地方債等             655,060

　　　　工作物減価償却累計額         △1,165,582 　　未払金                 797

　　　　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              54,823

　　　　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           9,212,007

　　　　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          24,269,974

　　　インフラ資産           8,770,454 　余剰分（不足分）         △8,931,209

　　　　土地             142,976 　他団体出資等分                  －

　　　　建物             680,582

　　　　建物減価償却累計額            △16,080

　　　　工作物          18,928,281

　　　　工作物減価償却累計額        △11,016,379

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              51,073

　　　物品             664,568

　　　物品減価償却累計額           △533,520

　　無形固定資産             133,014

　　　ソフトウェア             131,880

　　　その他               1,134

　　投資その他の資産           5,936,132

　　　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              11,416

　　　長期貸付金              42,000

　　　基金           5,575,014

　　　　減債基金           1,820,277

　　　　その他           3,754,737

全体

全体貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △1,644

　流動資産           4,011,996

　　現金預金             273,857

　　未収金               7,936

　　短期貸付金               8,340

　　基金           3,722,859

　　　財政調整基金           3,722,859

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金               △996

　繰延資産                  － 純資産合計          15,338,764

資産合計          24,550,771 負債及び純資産合計          24,550,771



全体

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      5,495,116

　業務費用                      2,877,896

　　人件費                      1,162,849

　　　職員給与費                        757,061

　　　賞与等引当金繰入額                         54,823

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

　　　その他                        341,961

　　物件費等                      1,624,181

　　　物件費                        840,012

　　　維持補修費                        204,339

　　　減価償却費                        579,830

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         90,866

　　　支払利息                         45,759

　　　徴収不能引当金繰入額                          1,517

　　　その他                         43,589

　移転費用                      2,617,220

　　補助金等                      2,344,533

　　社会保障給付                        261,467

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                         11,221

経常収益                        423,107

　使用料及び手数料                        161,081

　その他                        262,026

純経常行政コスト                      5,072,009

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                      5,072,009

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）

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 14,337,208 23,577,413 △9,240,205 －

　純行政コスト（△） △5,072,009 △5,072,009 －

　財源 6,073,753 6,073,753 －

　　税収等 4,219,499 4,219,499 －

　　国県等補助金 1,854,254 1,854,254 －

　本年度差額 1,001,744 1,001,744 －

　固定資産等の変動（内部変動） 692,748 △692,748 －

　　有形固定資産等の増加 1,020,331 △1,020,331 －

　　有形固定資産等の減少 △579,830 579,830 －

　　貸付金・基金等の増加 392,215 △392,215 －

　　貸付金・基金等の減少 △139,968 139,968 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 － －

　他団体出資等分の増加 － －

　他団体出資等分の減少 － －

　その他 △187 △187 －

　本年度純資産変動額 1,001,557 692,561 308,996 －

本年度末純資産残高 15,338,764 24,269,974 △8,931,209 －

全体

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

科目 合計



全体

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                      4,906,729

　　業務費用支出                      2,289,028

　　　人件費支出                      1,157,177

　　　物件費等支出                      1,044,351

　　　支払利息支出                         45,759

　　　その他の支出                         41,741

　　移転費用支出                      2,617,701

　　　補助金等支出                      2,344,533

　　　社会保障給付支出                        261,467

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                         11,701

　業務収入                      6,080,161

　　税収等収入                      4,216,986

　　国県等補助金収入                      1,469,617

　　使用料及び手数料収入                        161,159

　　その他の収入                        232,399

　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                      1,173,432

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      1,405,120

　　公共施設等整備費支出                      1,020,331

　　基金積立金支出                        375,759

　　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                        516,722

　　国県等補助金収入                        384,638

　　基金取崩収入                        123,149

　　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                      △888,398

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,177,157

　　地方債等償還支出                      1,177,157

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        910,938

　　地方債等発行収入                        910,938

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △266,219

本年度資金収支額                         18,814

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



前年度末資金残高                        245,790

本年度末資金残高                        264,605

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                        273,857


