
一般会計等 一般会計 【様式第1号】
平成31年度

貸借対照表
(令和02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 34,569,494 　固定負債 6,305,542
　　有形固定資産 27,922,519 　　地方債 4,969,986
　　　事業用資産 7,991,695 　　長期未払金 75,016
　　　　土地 2,708,667 　　退職手当引当金 1,241,879
　　　　立木竹 - 　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 14,301,715 　　その他 18,661
　　　　建物減価償却累計額 △9,281,920 　流動負債 654,861
　　　　工作物 511,732 　　1年内償還予定地方債 518,848
　　　　工作物減価償却累計額 △262,894 　　未払金 53,363
　　　　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 66,006
　　　　航空機 - 　　預り金 16,644
　　　　航空機減価償却累計額 - 　　その他 -
　　　　その他 229,211 負債合計 6,960,403
　　　　その他減価償却累計額 △214,816 【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 - 　固定資産等形成分 35,755,009
　　　インフラ資産 19,851,239 　余剰分(不足分) △6,470,531
　　　　土地 84,137
　　　　建物 142,258
　　　　建物減価償却累計額 △74,482
　　　　工作物 48,874,017
　　　　工作物減価償却累計額 △29,174,691
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 -
　　　物品 565,682
　　　物品減価償却累計額 △486,096
　　無形固定資産 1,987
　　　ソフトウェア 1,987
　　　その他 -
　　投資その他の資産 6,644,987
　　　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 6,124
　　　長期貸付金 4,241,480
　　　基金 1,984,142
　　　　減債基金 576,831
　　　　その他 1,407,310
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △955
　流動資産 1,675,387
　　現金預金 70,054
　　未収金 5,530
　　短期貸付金 40,000
　　基金 1,559,851
　　　財政調整基金 1,558,542
　　　減債基金 1,309
　　棚卸資産 -
　　その他 -
　　徴収不能引当金 △48 純資産合計 29,284,478

資産合計 36,244,881 負債及び純資産合計 36,244,881



一般会計等 一般会計 【様式第2号】
平成31年度

行政コスト計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

　経常費用 7,096,131
　　業務費用 3,998,792
　　　人件費 1,001,642
　　　　職員給与費 845,261
　　　　賞与等引当金繰入額 66,006
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 90,375
　　　物件費等 2,944,394
　　　　物件費 1,504,792
　　　　維持補修費 120,241
　　　　減価償却費 1,319,362
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 52,756
　　　　支払利息 30,472
　　　　徴収不能引当金繰入額 736
　　　　その他 21,548
　　移転費用 3,097,339
　　　補助金等 2,097,592
　　　社会保障給付 572,820
　　　他会計への繰出金 353,486
　　　その他 73,441
　経常収益 318,649
　　使用料及び手数料 110,327
　　その他 208,322
純経常行政コスト 6,777,482
　臨時損失 74,866
　　災害復旧事業費 74,866
　　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 693
　　資産売却益 693
　　その他 -
純行政コスト 6,851,654



一般会計等 一般会計 【様式第3号】
平成31年度

純資産変動計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02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 29,941,493 36,667,246 △6,725,752
　純行政コスト(△) △6,851,654 △6,851,654
　財源 6,194,639 6,194,639
　　税収等 5,253,480 5,253,480
　　国県等補助金 941,159 941,159
　本年度差額 △657,015 △657,015
　固定資産等の変動（内部変動） △912,237 912,237
　　有形固定資産等の増加 407,125 △407,125
　　有形固定資産等の減少 △1,319,362 1,319,362
　　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 - -
　その他 - - -
　本年度純資産変動額 △657,015 △912,237 255,222
本年度末純資産残高 29,284,478 35,755,009 △6,470,531



一般会計等 一般会計 【様式第4号】
平成31年度

資金収支計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 5,957,821
　　業務費用支出 2,806,557
　　　人件費支出 1,129,505
　　　物件費等支出 1,633,906
　　　支払利息支出 30,472
　　　その他の支出 12,674
　　移転費用支出 3,151,264
　　　補助金等支出 2,151,517
　　　社会保障給付支出 572,820
　　　他会計への繰出支出 353,486
　　　その他の支出 73,441
　業務収入 6,329,536
　　税収等収入 5,252,086
　　国県等補助金収入 758,801
　　使用料及び手数料収入 110,327
　　その他の収入 208,322
　臨時支出 74,866
　　災害復旧事業費支出 74,866
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 296,849
【投資活動収支】
　投資活動支出 904,898
　　公共施設等整備費支出 407,125
　　基金積立金支出 287,773
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 210,000
　　その他の支出 -
　投資活動収入 560,493
　　国県等補助金収入 182,358
　　基金取崩収入 127,436
　　貸付金元金回収収入 250,000
　　資産売却収入 699
　　その他の収入 -
投資活動収支 △344,405
【財務活動収支】
　財務活動支出 506,856
　　地方債償還支出 506,856
　　その他の支出 -
　財務活動収入 410,100
　　地方債発行収入 410,100
　　その他の収入 -
財務活動収支 △96,756
本年度資金収支額 △144,312
前年度末資金残高 197,721
本年度末資金残高 53,409

前年度末歳計外現金残高 14,052
本年度歳計外現金増減額 2,593
本年度末歳計外現金残高 16,644
本年度末現金預金残高 70,054



【様式第1号】
平成31年度

全体貸借対照表
(令和02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 54,302,943　固定負債 19,510,337
　　有形固定資産 49,778,083　　地方債等 9,427,660
　　　事業用資産 9,274,232　　長期未払金 75,016
　　　　土地 2,708,667　　退職手当引当金 1,241,879
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 15,690,412　　その他 8,765,781
　　　　建物減価償却累計額 △10,058,572　流動負債 1,512,977
　　　　工作物 7,875,043　　1年内償還予定地方債等 1,306,969
　　　　工作物減価償却累計額 △6,955,713　　未払金 108,946
　　　　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 73,042
　　　　航空機 -　　預り金 16,644
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 7,376
　　　　その他 229,211 負債合計 21,023,314
　　　　その他減価償却累計額 △214,816【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 -　固定資産等形成分 60,932,185
　　　インフラ資産 39,596,833　余剰分(不足分) △22,723,809
　　　　土地 379,460　他団体出資等分 -
　　　　建物 1,349,332
　　　　建物減価償却累計額 △728,170
　　　　工作物 82,021,392
　　　　工作物減価償却累計額 △43,508,951
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 83,770
　　　物品 4,736,177
　　　物品減価償却累計額 △3,829,159
　　無形固定資産 306,751
　　　ソフトウェア 6,777
　　　その他 299,974
　　投資その他の資産 4,218,109
　　　投資及び出資金 813,804
　　　　有価証券 402,107
　　　　出資金 411,697
　　　　その他 -
　　　長期延滞債権 9,076
　　　長期貸付金 1,410,000
　　　基金 1,986,542
　　　　減債基金 576,831
　　　　その他 1,409,710
　　　その他 -
　　　徴収不能引当金 △1,312
　流動資産 4,928,748
　　現金預金 3,012,190
　　未収金 195,286
　　短期貸付金 20,000
　　基金 1,697,497
　　　財政調整基金 1,696,188
　　　減債基金 1,309
　　棚卸資産 3,082
　　その他 962
　　徴収不能引当金 △269
　繰延資産 - 純資産合計 38,208,377

資産合計 59,231,691 負債及び純資産合計 59,231,691



【様式第2号】
平成31年度

全体行政コスト計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

　経常費用 10,446,475
　　業務費用 5,587,571
　　　人件費 1,088,079
　　　　職員給与費 922,902
　　　　賞与等引当金繰入額 73,042
　　　　退職手当引当金繰入額 -
　　　　その他 92,135
　　　物件費等 4,049,809
　　　　物件費 1,669,847
　　　　維持補修費 137,681
　　　　減価償却費 2,242,281
　　　　その他 -
　　　その他の業務費用 449,682
　　　　支払利息 176,319
　　　　徴収不能引当金繰入額 983
　　　　その他 272,381
　　移転費用 4,858,904
　　　補助金等 4,208,564
　　　社会保障給付 572,820
　　　その他 77,521
　経常収益 1,445,610
　　使用料及び手数料 1,112,169
　　その他 333,442
純経常行政コスト 9,000,865
　臨時損失 74,866
　　災害復旧事業費 74,866
　　資産除売却損 0
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 -
　臨時利益 6,340
　　資産売却益 693
　　その他 5,646
純行政コスト 9,069,391



【様式第3号】
平成31年度

全体純資産変動計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02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 38,268,441 62,293,069 △24,024,628 -
　純行政コスト(△) △9,069,391 △9,069,391 -
　財源 9,009,327 9,009,327 -
　　税収等 7,084,457 7,084,457 -
　　国県等補助金 1,924,870 1,924,870 -
　本年度差額 △60,064 △60,064 -
　固定資産等の変動（内部変動） △1,360,883 1,360,883
　　有形固定資産等の増加 917,964 △917,964
　　有形固定資産等の減少 △2,361,992 2,361,992
　　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 - -
　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 △60,064 △1,360,883 1,300,820 -
本年度末純資産残高 38,208,377 60,932,185 △22,723,809 -



【様式第4号】
平成31年度

全体資金収支計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

【業務活動収支】
　業務支出 9,282,358
　　業務費用支出 4,166,833
　　　人件費支出 1,215,732
　　　物件費等支出 2,633,528
　　　支払利息支出 176,319
　　　その他の支出 141,254
　　移転費用支出 5,115,525
　　　補助金等支出 4,246,308
　　　社会保障給付支出 572,820
　　　その他の支出 77,521
　業務収入 10,867,471
　　税収等収入 7,284,718
　　国県等補助金収入 1,742,512
　　使用料及び手数料収入 1,112,169
　　その他の収入 728,073
　臨時支出 74,866
　　災害復旧事業費支出 74,866
　　その他の支出 -
　臨時収入 -
業務活動収支 1,510,248
【投資活動収支】
　投資活動支出 1,391,512
　　公共施設等整備費支出 461,113
　　基金積立金支出 361,051
　　投資及び出資金支出 -
　　貸付金支出 210,000
　　その他の支出 359,348
　投資活動収入 671,627
　　国県等補助金収入 199,347
　　基金取崩収入 147,436
　　貸付金元金回収収入 230,000
　　資産売却収入 104,688
　　その他の収入 △9,844
投資活動収支 △719,885
【財務活動収支】
　財務活動支出 1,389,688
　　地方債等償還支出 1,389,688
　　その他の支出 -
　財務活動収入 527,100
　　地方債等発行収入 527,100
　　その他の収入 -
財務活動収支 △862,588
本年度資金収支額 △72,226
前年度末資金残高 3,067,771
本年度末資金残高 2,995,546

前年度末歳計外現金残高 14,052
本年度歳計外現金増減額 2,593
本年度末歳計外現金残高 16,644
本年度末現金預金残高 3,012,190



【様式第1号】
平成31年度

連結貸借対照表
(令和02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 54,193,430　固定負債 20,228,958
　　有形固定資産 50,755,373　　地方債等 9,902,185
　　　事業用資産 9,614,098　　長期未払金 75,016
　　　　土地 2,728,183　　退職手当引当金 1,245,562
　　　　立木竹 -　　損失補償等引当金 -
　　　　建物 17,687,699　　その他 8,830,442
　　　　建物減価償却累計額 △11,843,274　流動負債 1,715,654
　　　　工作物 8,087,967　　1年内償還予定地方債等 1,331,193
　　　　工作物減価償却累計額 △7,121,170　　未払金 270,538
　　　　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 580
　　　　浮標等減価償却累計額 -　　賞与等引当金 85,560
　　　　航空機 -　　預り金 18,841
　　　　航空機減価償却累計額 -　　その他 8,942
　　　　その他 331,879 負債合計 21,944,612
　　　　その他減価償却累計額 △257,186【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 -　固定資産等形成分 61,609,112
　　　インフラ資産 39,663,491　余剰分(不足分) △23,562,418
　　　　土地 379,460　他団体出資等分 1,500
　　　　建物 1,349,332
　　　　建物減価償却累計額 △728,170
　　　　工作物 82,021,392
　　　　工作物減価償却累計額 △43,508,951
　　　　その他 19,776
　　　　その他減価償却累計額 △19,776
　　　　建設仮勘定 150,428
　　　物品 5,939,964
　　　物品減価償却累計額 △4,462,179
　　無形固定資産 397,676
　　　ソフトウェア 7,368
　　　その他 390,308
　　投資その他の資産 3,040,381
　　　投資及び出資金 581,740
　　　　有価証券 438,538
　　　　出資金 142,989
　　　　その他 213
　　　長期延滞債権 11,429
　　　長期貸付金 -
　　　基金 2,302,457
　　　　減債基金 576,831
　　　　その他 1,725,626
　　　その他 147,066
　　　徴収不能引当金 △2,311
　流動資産 5,592,744
　　現金預金 3,518,612
　　未収金 251,816
　　短期貸付金 -
　　基金 1,800,849
　　　財政調整基金 1,799,540
　　　減債基金 1,309
　　棚卸資産 18,996
　　その他 2,740
　　徴収不能引当金 △269
　繰延資産 206,631 純資産合計 38,048,193

資産合計 59,992,805 負債及び純資産合計 59,992,805



【様式第2号】
平成31年度

連結行政コスト計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位:千円)
科目 金額

　経常費用 14,827,387
　　業務費用 7,630,703
　　　人件費 1,642,585
　　　　職員給与費 1,352,005
　　　　賞与等引当金繰入額 85,560
　　　　退職手当引当金繰入額 106,381
　　　　その他 98,638
　　　物件費等 5,411,321
　　　　物件費 2,680,358
　　　　維持補修費 191,559
　　　　減価償却費 2,373,899
　　　　その他 165,505
　　　その他の業務費用 576,797
　　　　支払利息 186,207
　　　　徴収不能引当金繰入額 1,982
　　　　その他 388,608
　　移転費用 7,196,684
　　　補助金等 4,554,705
　　　社会保障給付 2,564,228
　　　その他 77,751
　経常収益 2,878,052
　　使用料及び手数料 1,141,194
　　その他 1,736,858
純経常行政コスト 11,949,335
　臨時損失 89,396
　　災害復旧事業費 74,866
　　資産除売却損 0
　　損失補償等引当金繰入額 -
　　その他 14,530
　臨時利益 6,432
　　資産売却益 785
　　その他 5,646
純行政コスト 12,032,300



【様式第3号】
平成31年度

連結純資産変動計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02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 38,090,204 62,934,983 △24,846,280 1,500
　純行政コスト(△) △12,032,300 △12,032,300 -
　財源 11,995,296 11,995,296 -
　　税収等 8,597,162 8,597,162 -
　　国県等補助金 3,398,134 3,398,134 -
　本年度差額 △37,004 △37,004 -
　固定資産等の変動（内部変動） △1,327,066 1,327,066
　　有形固定資産等の増加 992,868 △992,868
　　有形固定資産等の減少 △2,401,609 2,401,609
　　貸付金・基金等の増加 129,798 △129,798
　　貸付金・基金等の減少 △48,123 48,123
　資産評価差額 - -
　無償所管換等 - -
　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 △5,375 825 △6,201 -
　その他 369 369 -
　本年度純資産変動額 △42,010 △1,325,872 1,283,862 -
本年度末純資産残高 38,048,193 61,609,112 △23,562,418 1,500



【様式第4号】
平成31年度

連結資金収支計算書
自 平成31年04月01日
至 令和02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


