
【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 17,842,483　固定負債 2,126,976

　　有形固定資産 16,448,030　　地方債等 1,828,345

　　　事業用資産 9,773,583　　長期未払金 -

　　　　土地 2,564,217　　退職手当引当金 177,111

　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -

　　　　建物 14,898,377　　その他 121,521

　　　　建物減価償却累計額 △7,994,148　流動負債 420,782

　　　　工作物 454,950　　1年内償還予定地方債等 332,858

　　　　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 45,487

　　　　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 2,547,758

　　　　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 21,988,875

　　　インフラ資産 6,369,341　余剰分(不足分) △1,111,174

　　　　土地 50,697　他団体出資等分 -

　　　　建物 407,318

　　　　建物減価償却累計額 △114,583

　　　　工作物 15,406,330

　　　　工作物減価償却累計額 △9,436,931

　　　　その他 -

　　　　その他減価償却累計額 -

　　　　建設仮勘定 56,510

　　　物品 778,164

　　　物品減価償却累計額 △473,058

　　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 1,394,453

　　　投資及び出資金 116,602

　　　　有価証券 -

　　　　出資金 116,402

　　　　その他 200

　　　長期延滞債権 187,870

　　　長期貸付金 -

　　　基金 1,107,444

　　　　減債基金 -

　　　　その他 1,107,444

　　　その他 -

　　　徴収不能引当金 △17,463

　流動資産 5,582,975

　　現金預金 559,320

　　未収金 66,783

　　短期貸付金 -

　　基金 4,887,613

　　　財政調整基金 4,809,603

　　　減債基金 78,010

　　棚卸資産 -

　　その他 74,731

　　徴収不能引当金 △5,471

　繰延資産 - 純資産合計 20,877,700

資産合計 23,425,458 負債及び純資産合計 23,425,458



【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 5,380,097

　　業務費用 3,154,756

　　　人件費 824,435

　　　　職員給与費 627,908

　　　　賞与等引当金繰入額 -

　　　　退職手当引当金繰入額 -

　　　　その他 196,527

　　　物件費等 2,248,471

　　　　物件費 1,380,319

　　　　維持補修費 2,668

　　　　減価償却費 779,588

　　　　その他 85,896

　　　その他の業務費用 81,850

　　　　支払利息 60,769

　　　　徴収不能引当金繰入額 -

　　　　その他 21,082

　　移転費用 2,225,340

　　　補助金等 1,935,683

　　　社会保障給付 233,832

　　　その他 55,825

　経常収益 625,910

　　使用料及び手数料 412,487

　　その他 213,423

純経常行政コスト 4,754,186

　臨時損失 1,538

　　災害復旧事業費 -

　　資産除売却損 1,538

　　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 4,755,725



【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 18,167,807 20,593,737 △2,425,931 -

　純行政コスト(△) △4,755,725 △4,755,725 -

　財源 6,167,131 6,167,131 -

　　税収等 4,818,675 4,818,675 -

　　国県等補助金 1,348,456 1,348,456 -

　本年度差額 1,411,406 1,411,406 -

　固定資産等の変動（内部変動） 96,650 △96,650

　　有形固定資産等の増加 877,777 △877,777

　　有形固定資産等の減少 △781,127 781,127

　　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 1,298,487 1,298,487

　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 2,709,893 1,395,137 1,314,756 -

本年度末純資産残高 20,877,700 21,988,875 △1,111,174 -



【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 4,503,788

　　業務費用支出 2,278,448

　　　人件費支出 824,435

　　　物件費等支出 1,372,163

　　　支払利息支出 60,769

　　　その他の支出 21,082

　　移転費用支出 2,225,340

　　　補助金等支出 1,935,683

　　　社会保障給付支出 233,832

　　　その他の支出 55,825

　業務収入 5,801,732

　　税収等収入 4,818,675

　　国県等補助金収入 357,148

　　使用料及び手数料収入 412,487

　　その他の収入 213,423

　臨時支出 -

　　災害復旧事業費支出 -

　　その他の支出 -

　臨時収入 991,309

業務活動収支 2,289,253

【投資活動収支】

　投資活動支出 1,751,413

　　公共施設等整備費支出 727,808

　　基金積立金支出 1,023,604

　　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 △1,697,062

【財務活動収支】

　財務活動支出 354,904

　　地方債等償還支出 354,904

　　その他の支出 -

　財務活動収入 19,800

　　地方債等発行収入 19,800

　　その他の収入 -

財務活動収支 △335,104

本年度資金収支額 257,087

前年度末資金残高 259,797

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 516,884

前年度末歳計外現金残高 92,903

本年度歳計外現金増減額 △50,466

本年度末歳計外現金残高 42,437

本年度末現金預金残高 559,320


