
一般会計等 一般会計 【様式第1号】
平成30年度

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 35,456,904 　固定負債 6,579,884
　　有形固定資産 28,833,768 　　地方債 5,078,744
　　　事業用資産 8,163,580 　　長期未払金 128,379
　　　　土地 2,708,672 　　退職手当引当金 1,354,100
　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 14,148,056 　　その他 18,661
　　　　建物減価償却累計額 △8,966,128 　流動負債 656,470
　　　　工作物 499,083 　　1年内償還予定地方債 506,846
　　　　工作物減価償却累計額 △246,162 　　未払金 53,925
　　　　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 81,648
　　　　航空機 - 　　預り金 14,052
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -
　　　　その他 229,211 負債合計 7,236,354
　　　　その他減価償却累計額 △209,152 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 - 　固定資産等形成分 36,667,246
　　　インフラ資産 20,591,815 　余剰分(不足分) △6,725,752
　　　　土地 69,579
　　　　建物 142,258
　　　　建物減価償却累計額 △69,378
　　　　工作物 48,665,183
　　　　工作物減価償却累計額 △28,215,827
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 -
　　　物品 555,243
　　　物品減価償却累計額 △476,871
　　無形固定資産 2,981
　　　ソフトウェア 2,981
　　　その他 -
　　投資その他の資産 6,620,156
　　　投資及び出資金 414,197
　　　　有価証券 2,500
　　　　出資金 411,697
　　　　その他 -
　　　投資損失引当金 -
　　　長期延滞債権 6,176
　　　長期貸付金 4,281,480
　　　基金 1,919,065
　　　　減債基金 575,720
　　　　その他 1,343,345
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △762
　流動資産 1,720,943
　　現金預金 211,773
　　未収金 4,618
　　短期貸付金 40,000
　　基金 1,464,590
　　　財政調整基金 1,463,479
　　　減債基金 1,111
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △38 純資産合計 29,941,493

資産合計 37,177,847 負債及び純資産合計 37,177,847



一般会計等 一般会計 【様式第2号】
平成30年度

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 7,256,031
　　業務費用 4,172,565
　　　人件費 1,137,839
　　　　職員給与費 939,582
　　　　賞与等引当金繰入額 81,648
　　　　退職手当引当金繰入額 19,029
　　　　その他 97,580
　　　物件費等 2,972,793
　　　　物件費 1,573,075
　　　　維持補修費 101,148
　　　　減価償却費 1,298,569
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 61,933
　　　　支払利息 37,899
　　　　徴収不能引当金繰入額 642
　　　　その他 23,392
　　移転費用 3,083,466
　　　補助金等 2,120,632
　　　社会保障給付 566,124
　　　他会計への繰出金 162,629
　　　その他 234,081
　経常収益 379,278
　　使用料及び手数料 124,343
　　その他 254,935
純経常行政コスト 6,876,753
　臨時損失 49,550
　　災害復旧事業費 49,550
　　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 46,486
　　資産売却益 46,486
　　その他 -
純行政コスト 6,879,817



一般会計等 一般会計 【様式第3号】
平成30年度

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 30,712,569 37,322,266 △6,609,697
　純行政コスト(△) △6,879,817 △6,879,817
　財源 6,124,242 6,124,242
　　税収等 5,264,402 5,264,402
　　国県等補助金 859,839 859,839
　本年度差額 △755,576 △755,576
　固定資産等の変動（内部変動） △639,520 639,520
　　有形固定資産等の増加 659,049 △659,049
　　有形固定資産等の減少 △1,298,569 1,298,569
　　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 △15,500 △15,500
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 △771,076 △655,020 △116,056
本年度末純資産残高 29,941,493 36,667,246 △6,725,752



一般会計等 一般会計 【様式第4号】
平成30年度

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 5,975,894
　　業務費用支出 2,837,936
　　　人件費支出 1,102,421
　　　物件費等支出 1,683,240
　　　支払利息支出 37,899
　　　その他の支出 14,376
　　移転費用支出 3,137,958
　　　補助金等支出 2,175,124
　　　社会保障給付支出 566,124
　　　他会計への繰出支出 162,629
　　　その他の支出 234,081
　業務収入 6,377,251
　　税収等収入 5,276,383
　　国県等補助金収入 771,090
　　使用料及び手数料収入 124,343
　　その他の収入 205,435
　臨時支出 49,550
　　災害復旧事業費支出 49,550
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 351,807
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,276,876
　　公共施設等整備費支出 659,049
　　基金積立金支出 357,827
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 260,000
　　その他の支出 -
　投資活動収入 959,586
　　国県等補助金収入 88,749
　　基金取崩収入 574,351
　　貸付金元金回収収入 250,000
　　資産売却収入 46,486
　　その他の収入 -
投資活動収支 △317,290
【財務活動収支】
　財務活動支出 533,221
　　地方債償還支出 533,221
　　その他の支出 -
　財務活動収入 336,000
　　地方債発行収入 336,000
　　その他の収入 -
財務活動収支 △197,221
本年度資金収支額 △162,704
前年度末資金残高 360,425
本年度末資金残高 197,721

前年度末歳計外現金残高 13,847
本年度歳計外現金増減額 204
本年度末歳計外現金残高 14,052
本年度末現金預金残高 211,773



【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 55,701,711　固定負債 20,869,544
　　有形固定資産 51,189,677　　地方債等 10,824,539
　　　事業用資産 9,497,193　　長期未払金 128,379
　　　　土地 2,708,672　　退職手当引当金 1,354,100
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 △1,811
　　　　建物 15,536,753　　その他 8,564,337
　　　　建物減価償却累計額 △9,713,505　流動負債 1,509,876
　　　　工作物 7,808,405　　1年内償還予定地方債等 1,272,678
　　　　工作物減価償却累計額 △6,863,191　　未払金 125,496
　　　　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 90,275
　　　　航空機 -　　預り金 14,052
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 7,376
　　　　その他 229,211 負債合計 22,379,420
　　　　その他減価償却累計額 △209,152【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 -　固定資産等形成分 62,293,069
　　　インフラ資産 40,802,227　余剰分(不足分) △24,024,628
　　　　土地 364,902　他団体出資等分 -
　　　　建物 1,349,332
　　　　建物減価償却累計額 △703,185
　　　　工作物 81,644,516
　　　　工作物減価償却累計額 △41,907,128
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 53,790
　　　物品 4,682,215
　　　物品減価償却累計額 △3,791,958
　　無形固定資産 339,190
　　　ソフトウェア 2,981
　　　その他 336,209
　　投資その他の資産 4,172,844
　　　投資及び出資金 813,659
　　　　有価証券 401,962
　　　　出資金 411,697
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 8,802
　　　長期貸付金 1,430,000
　　　基金 1,921,465
　　　　減債基金 575,720
　　　　その他 1,345,745
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △1,082
　流動資産 4,946,149
　　現金預金 3,081,823
　　未収金 189,914
　　短期貸付金 20,000
　　基金 1,548,958
　　　財政調整基金 1,547,847
　　　減債基金 1,111
　　棚卸資産 1,629
　　その他 103,989
　　徴収不能引当金 △165
　繰延資産 - 純資産合計 38,268,441

資産合計 60,647,861 負債及び純資産合計 60,647,861



【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 9,775,857
　　業務費用 5,828,299
　　　人件費 1,220,287
　　　　職員給与費 1,014,957
　　　　賞与等引当金繰入額 88,464
　　　　退職手当引当金繰入額 19,029
　　　　その他 97,838
　　　物件費等 4,249,480
　　　　物件費 1,865,286
　　　　維持補修費 140,766
　　　　減価償却費 2,243,428
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 358,532
　　　　支払利息 206,014
　　　　徴収不能引当金繰入額 757
　　　　その他 151,760
　　移転費用 3,947,557
　　　補助金等 3,143,272
　　　社会保障給付 566,124
　　　その他 238,162
　経常収益 1,533,244
　　使用料及び手数料 1,140,663
　　その他 392,581
純経常行政コスト 8,242,612
　臨時損失 140,650
　　災害復旧事業費 49,550
　　資産除売却損 0
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 91,100
　臨時利益 128,557
　　資産売却益 46,486
　　その他 82,071
純行政コスト 8,254,706



【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 38,674,242 63,692,491 △25,018,248 -
　純行政コスト(△) △8,254,706 △8,254,706 -
　財源 7,864,404 7,864,404 -
　　税収等 6,053,859 6,053,859 -
　　国県等補助金 1,810,545 1,810,545 -
　本年度差額 △390,302 △390,302 -
　固定資産等の変動（内部変動） △1,383,922 1,383,922
　　有形固定資産等の増加 1,099,972 △1,099,972
　　有形固定資産等の減少 △2,567,038 2,567,038
　　貸付金・基金等の増加 100,144 △100,144
　　貸付金・基金等の減少 △17,000 17,000
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 △15,500 △15,500
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　比例連結割合変更に伴う差額 - - - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 △405,802 △1,399,422 993,620 -
本年度末純資産残高 38,268,441 62,293,069 △24,024,628 -



【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 8,377,042
　　業務費用支出 4,374,993
　　　人件費支出 1,185,309
　　　物件費等支出 2,840,810
　　　支払利息支出 206,014
　　　その他の支出 142,860
　　移転費用支出 4,002,049
　　　補助金等支出 3,197,764
　　　社会保障給付支出 566,124
　　　その他の支出 238,162
　業務収入 9,792,342
　　税収等収入 6,068,009
　　国県等補助金収入 1,721,796
　　使用料及び手数料収入 1,140,663
　　その他の収入 861,874
　臨時支出 49,550
　　災害復旧事業費支出 49,550
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 1,365,749
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,522,860
　　公共施設等整備費支出 707,688
　　基金積立金支出 385,657
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 260,000
　　その他の支出 169,514
　投資活動収入 971,472
　　国県等補助金収入 120,635
　　基金取崩収入 594,351
　　貸付金元金回収収入 210,000
　　資産売却収入 46,486
　　その他の収入 -
投資活動収支 △551,388
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,407,259
　　地方債等償還支出 1,407,259
　　その他の支出 -
　財務活動収入 453,000
　　地方債等発行収入 453,000
　　その他の収入 -
財務活動収支 △954,259
本年度資金収支額 △139,897
前年度末資金残高 3,207,669
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 3,067,771

前年度末歳計外現金残高 13,847
本年度歳計外現金増減額 204
本年度末歳計外現金残高 14,052
本年度末現金預金残高 3,081,823



【様式第1号】
平成30年度

連結貸借対照表
(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 55,577,040　固定負債 21,609,533
　　有形固定資産 52,175,819　　地方債等 11,316,725
　　　事業用資産 9,873,536　　長期未払金 128,379
　　　　土地 2,728,287　　退職手当引当金 1,358,251
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 △1,811
　　　　建物 17,529,789　　その他 8,635,660
　　　　建物減価償却累計額 △11,471,971　流動負債 1,677,151
　　　　工作物 8,015,748　　1年内償還予定地方債等 1,294,553
　　　　工作物減価償却累計額 △7,017,902　　未払金 242,317
　　　　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 577
　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 102,754
　　　　航空機 -　　預り金 26,769
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 10,181
　　　　その他 327,728 負債合計 23,286,684
　　　　その他減価償却累計額 △238,143【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 -　固定資産等形成分 62,934,983
　　　インフラ資産 40,802,227　余剰分(不足分) △24,846,280
　　　　土地 364,902　他団体出資等分 1,500
　　　　建物 1,349,332
　　　　建物減価償却累計額 △703,185
　　　　工作物 81,644,516
　　　　工作物減価償却累計額 △41,907,128
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 53,790
　　　物品 5,857,743
　　　物品減価償却累計額 △4,357,687
　　無形固定資産 430,739
　　　ソフトウェア 4,196
　　　その他 426,544
　　投資その他の資産 2,970,481
　　　投資及び出資金 591,250
　　　　有価証券 448,003
　　　　出資金 142,989
　　　　その他 257
　　　長期延滞債権 11,560
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,228,765
　　　　減債基金 575,720
　　　　その他 1,653,045
　　　その他 141,029
　　　徴収不能引当金 △2,122
　流動資産 5,581,052
　　現金預金 3,562,653
　　未収金 243,218
　　短期貸付金 -
　　基金 1,651,203
　　　財政調整基金 1,650,092
　　　減債基金 1,111
　　棚卸資産 16,668
　　その他 107,475
　　徴収不能引当金 △165
　繰延資産 218,796 純資産合計 38,090,204

資産合計 61,376,888 負債及び純資産合計 61,376,888



【様式第2号】
平成30年度

連結行政コスト計算書
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 14,214,249
　　業務費用 7,894,619
　　　人件費 1,778,265
　　　　職員給与費 1,438,754
　　　　賞与等引当金繰入額 100,943
　　　　退職手当引当金繰入額 134,312
　　　　その他 104,256
　　　物件費等 5,661,638
　　　　物件費 2,917,491
　　　　維持補修費 198,329
　　　　減価償却費 2,368,185
　　　　その他 177,634
　　　その他の業務費用 454,715
　　　　支払利息 217,855
　　　　徴収不能引当金繰入額 1,550
　　　　その他 235,310
　　移転費用 6,319,630
　　　補助金等 3,519,188
　　　社会保障給付 2,562,056
　　　その他 238,387
　経常収益 3,676,428
　　使用料及び手数料 1,169,666
　　その他 2,506,762
純経常行政コスト 10,537,821
　臨時損失 132,339
　　災害復旧事業費 49,550
　　資産除売却損 181
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 82,608
　臨時利益 128,557
　　資産売却益 46,486
　　その他 82,071
純行政コスト 10,541,604



【様式第3号】
平成30年度

連結純資産変動計算書
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 38,524,768 64,373,685 △25,850,416 1,500
　純行政コスト(△) △10,541,604 △10,541,604 -
　財源 10,121,381 10,121,381 -
　　税収等 6,867,404 6,867,404 -
　　国県等補助金 3,253,977 3,253,977 -
　本年度差額 △420,222 △420,222 -
　固定資産等の変動（内部変動） △1,371,533 1,371,533
　　有形固定資産等の増加 1,119,958 △1,119,958
　　有形固定資産等の減少 △2,604,602 2,604,602
　　貸付金・基金等の増加 141,857 △141,857
　　貸付金・基金等の減少 △28,746 28,746
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 △13,869 △13,869
　他団体出資等分の増加 - -
　他団体出資等分の減少 - -
　比例連結割合変更に伴う差額 △519 2,668 △3,188 -
　その他 46 △55,968 56,014
　本年度純資産変動額 △434,565 △1,438,701 1,004,137 -
本年度末純資産残高 38,090,204 62,934,983 △24,846,280 1,500



【様式第4号】
平成30年度

連結資金収支計算書
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
　　業務費用支出
　　　人件費支出
　　　物件費等支出
　　　支払利息支出
　　　その他の支出
　　移転費用支出
　　　補助金等支出
　　　社会保障給付支出
　　　その他の支出
　業務収入
　　税収等収入
　　国県等補助金収入
　　使用料及び手数料収入
　　その他の収入
　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
【投資活動収支】
　投資活動支出
　　公共施設等整備費支出
　　基金積立金支出
　　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
　　国県等補助金収入
　　基金取崩収入
　　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
【財務活動収支】
　財務活動支出
　　地方債等償還支出
　　その他の支出
　財務活動収入
　　地方債等発行収入
　　その他の収入
財務活動収支
本年度資金収支額
前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高
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