
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          47,423,891 　固定負債          11,157,816

　　有形固定資産          42,522,723 　　地方債           9,366,300

　　　事業用資産          17,063,116 　　長期未払金                  －

　　　　土地           2,640,258 　　退職手当引当金           1,791,516

　　　　立木竹              32,105 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物          29,416,525 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額        △15,941,421 　流動負債           1,407,628

　　　　工作物           1,678,886 　　1年内償還予定地方債           1,205,367

　　　　工作物減価償却累計額           △763,236 　　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             106,438

　　　　航空機                  － 　　預り金              95,823

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

　　　　その他                  － 負債合計          12,565,444

　　　　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          48,944,205

　　　インフラ資産          25,132,288 　余剰分（不足分）        △11,780,955

　　　　土地             286,382

　　　　建物                 205

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物          88,555,509

　　　　工作物減価償却累計額        △63,709,808

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定                   0

　　　物品           1,876,283

　　　物品減価償却累計額         △1,548,965

　　無形固定資産              49,485

　　　ソフトウェア               2,060

　　　その他              47,425

　　投資その他の資産           4,851,683

　　　投資及び出資金           2,218,794

　　　　有価証券             120,897

　　　　出資金              52,391

　　　　その他           2,045,506

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権             109,228

　　　長期貸付金             130,684

　　　基金           2,397,246

　　　　減債基金                  －

　　　　その他           2,397,246

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △4,268

　流動資産           2,304,804

　　現金預金             762,787

　　未収金              20,624

　　短期貸付金              31,920

　　基金           1,488,394

　　　財政調整基金           1,015,177

　　　減債基金             473,217

　　棚卸資産               1,079

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                   0 純資産合計          37,163,250

資産合計          49,728,695 負債及び純資産合計          49,728,695

一般会計等

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

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                     10,665,698

　業務費用                      6,680,170

　　人件費                      1,733,642

　　　職員給与費                      1,512,650

　　　賞与等引当金繰入額                        106,438

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                        114,554

　　物件費等                      4,811,073

　　　物件費                      2,400,921

　　　維持補修費                         57,169

　　　減価償却費                      2,352,983

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                        135,456

　　　支払利息                         80,317

　　　徴収不能引当金繰入額                            583

　　　その他                         54,555

　移転費用                      3,985,528

　　補助金等                      2,065,773

　　社会保障給付                      1,198,427

　　他会計への繰出金                        703,581

　　その他                         17,746

経常収益                        323,106

　使用料及び手数料                         95,160

　その他                        227,945

純経常行政コスト                     10,342,592

臨時損失                        245,607

　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                        245,607

臨時利益                        566,856

　資産売却益                         29,231

　その他                        537,625

純行政コスト                     10,021,343

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）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 35,518,459 48,562,516 △13,044,057

　純行政コスト（△） △10,021,343 △10,021,343

　財源 10,157,530 10,157,530

　　税収等 7,805,959 7,805,959

　　国県等補助金 2,351,571 2,351,571

　本年度差額 136,187 136,187

　固定資産等の変動（内部変動） △1,126,916 1,126,916

　　有形固定資産等の増加 854,832 △854,832

　　有形固定資産等の減少 △2,352,983 2,352,983

　　貸付金・基金等の増加 1,197,566 △1,197,566

　　貸付金・基金等の減少 △826,330 826,330

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 1,508,604 1,508,604

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 1,644,791 381,689 1,263,103

本年度末純資産残高 37,163,250 48,944,205 △11,780,955

一般会計等

科目 合計

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



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                      8,284,946

　　業務費用支出                      4,299,419

　　　人件費支出                      1,734,566

　　　物件費等支出                      2,458,090

　　　支払利息支出                         80,317

　　　その他の支出                         26,446

　　移転費用支出                      3,985,528

　　　補助金等支出                      2,065,773

　　　社会保障給付支出                      1,198,427

　　　他会計への繰出支出                        703,581

　　　その他の支出                         17,746

　業務収入                     10,033,977

　　税収等収入                      7,800,377

　　国県等補助金収入                      1,916,550

　　使用料及び手数料収入                         94,225

　　その他の収入                        222,825

　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                      1,749,031

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      2,026,476

　　公共施設等整備費支出                        855,911

　　基金積立金支出                        623,392

　　投資及び出資金支出                        236,554

　　貸付金支出                        310,620

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                      1,270,795

　　国県等補助金収入                        435,021

　　基金取崩収入                        464,001

　　貸付金元金回収収入                        342,541

　　資産売却収入                         29,231

　　その他の収入                             －

投資活動収支                      △755,681

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,657,946

　　地方債償還支出                      1,657,946

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        870,071

　　地方債発行収入                        870,071

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △787,875

本年度資金収支額                        205,475

前年度末資金残高                        461,489

本年度末資金残高                        666,964

前年度末歳計外現金残高                         85,235

本年度歳計外現金増減額                         10,588

本年度末歳計外現金残高                         95,823

本年度末現金預金残高                        762,787

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


