
【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 10,365,000　固定負債 499,237

　　有形固定資産 9,055,555　　地方債 225,551

　　　事業用資産 6,423,567　　長期未払金 -

　　　　土地 2,554,821　　退職手当引当金 168,288

　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 10,345,889　　その他 105,398

　　　　建物減価償却累計額 △6,782,280　流動負債 151,773

　　　　工作物 454,950　　1年内償還予定地方債 65,528

　　　　工作物減価償却累計額 △146,992　　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 43,809

　　　　航空機 -　　預り金 42,437

　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 -

　　　　その他 △2,821 負債合計 651,010

　　　　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 14,729,650

　　　インフラ資産 2,339,342　余剰分(不足分) 351,804

　　　　土地 17,221

　　　　建物 -

　　　　建物減価償却累計額 -

　　　　工作物 3,882,502

　　　　工作物減価償却累計額 △1,601,008

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 40,627

　　　物品 765,542

　　　物品減価償却累計額 △472,897

　　無形固定資産 0

　　　ソフトウェア 0

　　　その他 -

　　投資その他の資産 1,309,445

　　　投資及び出資金 116,602

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 116,402

　　　　その他 200

　　　投資損失引当金 -

　　　長期延滞債権 118,383

　　　長期貸付金 -

　　　基金 1,088,999

　　　　減債基金 -

　　　　その他 1,088,999

　　　その他 -

　　　徴収不能引当金 △14,539

　流動資産 5,367,464

　　現金預金 412,127

　　未収金 43,924

　　短期貸付金 -

　　基金 4,855,132

　　　財政調整基金 4,777,122

　　　減債基金 78,010

　　棚卸資産 -

　　その他 61,707

　　徴収不能引当金 △5,426 純資産合計 15,081,454

資産合計 15,732,464 負債及び純資産合計 15,732,464



【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 3,915,384

　　業務費用 2,539,572

　　　人件費 781,242

　　　　職員給与費 587,715

　　　　賞与等引当金繰入額 -

　　　　退職手当引当金繰入額 -

　　　　その他 193,527

　　　物件費等 1,751,679

　　　　物件費 1,260,796

　　　　維持補修費 2,064

　　　　減価償却費 443,000

　　　　その他 45,820

　　　その他の業務費用 6,650

　　　　支払利息 1,521

　　　　徴収不能引当金繰入額 -

　　　　その他 5,129

　　移転費用 1,375,812

　　　補助金等 409,489

　　　社会保障給付 233,832

　　　他会計への繰出金 692,866

　　　その他 39,625

　経常収益 301,185

　　使用料及び手数料 91,706

　　その他 209,479

純経常行政コスト 3,614,199

　臨時損失 1,538

　　災害復旧事業費 -

　　資産除売却損 1,538

　　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 3,615,737



【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 14,619,166 15,298,984 △679,818

　純行政コスト(△) △3,615,737 △3,615,737

　財源 5,057,396 5,057,396

　　税収等 4,438,777 4,438,777

　　国県等補助金 618,619 618,619

　本年度差額 1,441,659 1,441,659

　固定資産等の変動（内部変動） 410,036 △410,036

　　有形固定資産等の増加 854,575 △854,575

　　有形固定資産等の減少 △444,538 444,538

　　貸付金・基金等の増加 - -

　　貸付金・基金等の減少 - -

　資産評価差額 - -

　無償所管換等 △979,370 △979,370

　その他 - - -

　本年度純資産変動額 462,288 △569,334 1,031,623

本年度末純資産残高 15,081,454 14,729,650 351,804



【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 3,434,178

　　業務費用支出 2,058,366

　　　人件費支出 781,242

　　　物件費等支出 1,270,474

　　　支払利息支出 1,521

　　　その他の支出 5,129

　　移転費用支出 1,375,812

　　　補助金等支出 409,489

　　　社会保障給付支出 233,832

　　　他会計への繰出支出 692,866

　　　その他の支出 39,625

　業務収入 4,972,238

　　税収等収入 4,438,777

　　国県等補助金収入 232,276

　　使用料及び手数料収入 91,706

　　その他の収入 209,479

　臨時支出 -

　　災害復旧事業費支出 -

　　その他の支出 -

　臨時収入 386,343

業務活動収支 1,924,403

【投資活動収支】

　投資活動支出 1,664,912

　　公共施設等整備費支出 654,312

　　基金積立金支出 1,010,599

　　投資及び出資金支出 -

　　貸付金支出 -

　　その他の支出 -

　投資活動収入 54,351

　　国県等補助金収入 -

　　基金取崩収入 54,351

　　貸付金元金回収収入 -

　　資産売却収入 -

　　その他の収入 -

投資活動収支 △1,610,561

【財務活動収支】

　財務活動支出 79,653

　　地方債償還支出 79,653

　　その他の支出 -

　財務活動収入 -

　　地方債発行収入 -

　　その他の収入 -

財務活動収支 △79,653

本年度資金収支額 234,189

前年度末資金残高 135,501

本年度末資金残高 369,691

前年度末歳計外現金残高 92,910

本年度歳計外現金増減額 △50,473

本年度末歳計外現金残高 42,437

本年度末現金預金残高 412,127


