
【様式第3号】

会計：一般会計 （単位：円）

科目名 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 5,959,394,821 6,671,385,435 -711,990,614

  純行政コスト（△） -1,011,919,267 -1,011,919,267

  財源 1,031,613,000 1,031,613,000

    税収等 864,932,000 864,932,000

    国県等補助金 166,681,000 166,681,000

  本年度差額 19,693,733 19,693,733

  固定資産等の変動（内部変動） 281,735,270 -281,735,270

    有形固定資産等の増加 699,012,000 -699,012,000

    有形固定資産等の減少 -200,772,886 200,772,886

    貸付金・基金等の増加 137,053,156 -137,053,156

    貸付金・基金等の減少 -353,557,000 353,557,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 19,693,733 281,735,270 -262,041,537

本年度末純資産残高 5,979,088,554 6,953,120,705 -974,032,151

純資産変動計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日



【様式第1号】

会計：一般会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 6,714,171,549   固定負債 1,030,820,176

    有形固定資産 6,543,095,994     地方債 843,497,549

      事業用資産 4,281,727,665     長期未払金 -

        土地 2,583,556,400     退職手当引当金 181,490,941

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 3,165,777,994     その他 5,831,686

        建物減価償却累計額 -1,672,591,368   流動負債 127,125,503

        工作物 361,512,021     １年内償還予定地方債 106,864,779

        工作物減価償却累計額 -156,932,250     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 15,145,311

        航空機 -     預り金 342,773

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,772,640

        その他 - 負債合計 1,157,945,679

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 404,868   固定資産等形成分 6,953,120,705

      インフラ資産 1   余剰分（不足分） -974,032,151

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 1

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 11,866,329,022

      物品減価償却累計額 -9,604,960,694

    無形固定資産 4,534,704

      ソフトウェア 4,534,704

      その他 -

    投資その他の資産 166,540,851

      投資及び出資金 5,800,000

        有価証券 -

        出資金 5,800,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 160,740,851

        減債基金 -

        その他 160,740,851

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 422,862,684

    現金預金 183,913,528

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 238,949,156

      財政調整基金 238,949,156

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 5,979,088,554

資産合計 7,137,034,233 負債及び純資産合計 7,137,034,233

貸借対照表
（平成31年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計 （単位：円）

行政コスト計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

  経常費用 1,335,336,696

    業務費用 1,297,393,764

      人件費 179,939,234

        職員給与費 161,007,924

        賞与等引当金繰入額 15,145,311

        退職手当引当金繰入額 2,589,000

        その他 1,196,999

      物件費等 1,114,962,356

        物件費 599,287,365

        維持補修費 314,902,105

        減価償却費 200,772,886

        その他 -

      その他の業務費用 2,492,174

        支払利息 144,531

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 2,347,643

    移転費用 37,942,932

      補助金等 37,556,432

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 386,500

  経常収益 323,417,429

    使用料及び手数料 307,989,800

    その他 15,427,629

純経常行政コスト 1,011,919,267

  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 -

純行政コスト 1,011,919,267

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【様式第4号】

会計：一般会計 （単位：円）

資金収支計算書
自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,141,689,601

    業務費用支出 1,090,769,005

      人件費支出 174,087,361

      物件費等支出 914,189,470

      支払利息支出 144,531

      その他の支出 2,347,643

    移転費用支出 50,920,596

      補助金等支出 50,534,096

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 386,500

  業務収入 1,188,349,429

    税収等収入 864,932,000

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 307,989,800

    その他の収入 15,427,629

  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 46,659,828

【投資活動収支】

  投資活動支出 836,065,156

    公共施設等整備費支出 699,012,000

    基金積立金支出 137,053,156

    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 520,238,000

    国県等補助金収入 166,681,000

    基金取崩収入 353,557,000

    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 -315,827,156

【財務活動収支】

  財務活動支出 72,719,668

    地方債償還支出 67,947,028

    その他の支出 4,772,640

  財務活動収入 389,000,000

    地方債発行収入 389,000,000

前年度末歳計外現金残高 435,093

本年度歳計外現金増減額 -92,320

本年度末歳計外現金残高 342,773

本年度末現金預金残高 183,913,528

    その他の収入 -

財務活動収支 316,280,332

本年度資金収支額 47,113,004

前年度末資金残高 136,457,751

本年度末資金残高 183,570,755
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