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

　固定資産          27,107,341 　固定負債           7,583,687

　　有形固定資産          24,455,392 　　地方債           6,550,619

　　　事業用資産           9,569,195 　　長期未払金             652,858

　　　　土地           3,862,320 　　退職手当引当金             360,947

　　　　立木竹              43,366 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物          13,445,527 　　その他              19,263

　　　　建物減価償却累計額         △8,518,842 　流動負債           1,103,871

　　　　工作物           1,243,718 　　1年内償還予定地方債             696,699

　　　　工作物減価償却累計額           △886,063 　　未払金                  －

　　　　船舶               2,282 　　未払費用             341,142

　　　　船舶減価償却累計額             △2,282 　　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              43,548

　　　　航空機                  － 　　預り金              21,005

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他               1,477

　　　　その他                  － 負債合計           8,687,558

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

　　　　建設仮勘定             379,169 　固定資産等形成分          28,279,634

　　　インフラ資産          14,840,140 　余剰分（不足分）         △8,538,869

　　　　土地             120,652

　　　　建物              32,446

　　　　建物減価償却累計額             △3,782

　　　　工作物          53,620,640

　　　　工作物減価償却累計額        △38,945,584

　　　　その他              15,768

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                  －

　　　物品             819,912

　　　物品減価償却累計額           △773,855

　　無形固定資産                  －

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他                  －

　　投資その他の資産           2,651,949

　　　投資及び出資金             210,725

　　　　有価証券              19,540

　　　　出資金             191,185

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              56,822

　　　長期貸付金             109,707

　　　基金           2,279,452

（単位：千円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金             241,003

　　　　その他           2,038,449

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △4,756

　流動資産           1,320,982

　　現金預金              94,856

　　未収金              23,832

　　短期貸付金               4,339

　　基金           1,167,954

　　　財政調整基金           1,152,697

　　　減債基金              15,257

　　棚卸資産                  －

　　その他              30,000

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計          19,740,764

資産合計          28,428,323 負債及び純資産合計          28,428,323

（単位：千円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成31年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                      6,183,920

　業務費用                      3,657,798

　　人件費                        746,652

　　　職員給与費                        660,134

　　　賞与等引当金繰入額                         43,548

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                         42,970

　　物件費等                      2,845,174

　　　物件費                      1,500,477

　　　維持補修費                         48,543

　　　減価償却費                      1,296,154

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         65,972

　　　支払利息                         39,244

　　　徴収不能引当金繰入額                          4,756

　　　その他                         21,972

　移転費用                      2,526,122

　　補助金等                      1,395,574

　　社会保障給付                        591,968

　　他会計への繰出金                        537,860

　　その他                            719

経常収益                        351,353

　使用料及び手数料                         57,898

　その他                        293,455

純経常行政コスト                      5,832,567

臨時損失                         31,609

　災害復旧事業費                         31,609

　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                            700

　資産売却益                            700

　その他                             －

純行政コスト                      5,863,477

一般会計等行政コスト計算書
自 平成30年04月01日

（単位：千円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額



28,207,724 △7,724,18220,483,542前年度末純資産残高

△5,863,477△5,863,477　純行政コスト（△）

5,120,6995,120,699　財源

4,208,5764,208,576　　税収等

912,123912,123　　国県等補助金

△742,777△742,777　本年度差額

71,910 △71,910　固定資産等の変動（内部変動）

990,945 △990,945　　有形固定資産等の増加

△1,296,154 1,296,154　　有形固定資産等の減少

684,133 △684,133　　貸付金・基金等の増加

△307,013 307,013　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

－－　無償所管換等

－ －－　その他

71,910 △814,687△742,777　本年度純資産変動額

28,279,634 △8,538,86919,740,764本年度末純資産残高

（単位：千円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

一般会計等純資産変動計算書
自 平成30年04月01日

一般会計等

至 平成31年03月31日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                      4,145,457

　　業務費用支出                      1,619,335

　　　人件費支出                        818,836

　　　物件費等支出                        740,020

　　　支払利息支出                         39,244

　　　その他の支出                         21,234

　　移転費用支出                      2,526,122

　　　補助金等支出                      1,395,574

　　　社会保障給付支出                        591,968

　　　他会計への繰出支出                        537,860

　　　その他の支出                            719

　業務収入                      4,567,492

　　税収等収入                      4,209,003

　　国県等補助金収入                        172,776

　　使用料及び手数料収入                         58,055

　　その他の収入                        127,658

　臨時支出                         31,609

　　災害復旧事業費支出                         31,609

　　その他の支出                             －

　臨時収入                        444,674

業務活動収支                        835,100

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      1,504,827

　　公共施設等整備費支出                        990,945

　　基金積立金支出                        441,048

　　投資及び出資金支出                         70,193

　　貸付金支出                          2,640

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                        422,388

　　国県等補助金収入                        294,673

　　基金取崩収入                        123,099

　　貸付金元金回収収入                          4,616

　　資産売却収入                             －

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    △1,082,439

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                        627,792

　　地方債償還支出                        626,648

　　その他の支出                          1,144

　財務活動収入                        893,901

　　地方債発行収入                        893,901

　　その他の収入                             －

一般会計等資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：千円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額



財務活動収支                        266,109

本年度資金収支額                         18,770

前年度末資金残高                         37,761

本年度末資金残高                         56,531

前年度末歳計外現金残高                         34,904

本年度歳計外現金増減額                          3,422

本年度末歳計外現金残高                         38,326

本年度末現金預金残高                         94,856

一般会計等資金収支計算書
自 平成30年04月01日

（単位：千円）

一般会計等

至 平成31年03月31日

科目 金額


