
【様式第１号】

（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 3,070,460,514   固定負債 1,355,963,132

    有形固定資産 2,897,547,078     地方債 1,169,128,625

      事業用資産 2,877,433,500     長期未払金 -

        土地 488,995,947     退職手当引当金 169,277,496

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,635,414,060     その他 17,557,011

        建物減価償却累計額 △10,267,635,802   流動負債 287,002,853

        工作物 278,631,308     １年内償還予定地方債 168,034,954

        工作物減価償却累計額 △257,972,013     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 21,954,870

        航空機 -     預り金 87,650,185

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,362,844

        その他 - 負債合計 1,642,965,985

        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 3,070,460,514

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） △1,531,064,772

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        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 68,959,074

      物品減価償却累計額 △48,845,496

    無形固定資産 7,667,144

      ソフトウェア 7,667,136

      その他 8

    投資その他の資産 165,246,292

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 165,246,292

        減債基金 -

        その他 165,246,292

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 111,901,213

    現金預金 111,901,213

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 1,539,395,742

資産合計 3,182,361,727 負債及び純資産合計 3,182,361,727

貸借対照表
（平成3１年3月31日現在）



【様式第２号】

（単位：円）

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 1,355,371,145

  臨時利益 426,090

    資産売却益 -

    その他 426,090

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 157,129,828

    投資損失引当金繰入額 -

    その他 81,491,516

純経常行政コスト 1,198,667,407

  臨時損失 157,129,828

      その他 464,200

  経常収益 443,145,108

    使用料及び手数料 361,653,592

      補助金等 25,628,933

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 2,352,344

    移転費用 26,093,133

        その他 53,450

      その他の業務費用 7,143,166

        支払利息 4,790,822

        物件費 1,019,099,899

        維持補修費 56,689,652

        減価償却費 233,405,495

        退職手当引当金繰入額 21,177,827

        その他 1,350,499

      物件費等 1,309,248,496

行政コスト計算書

科目名 金額

  経常費用 1,641,812,515

自　平成３０年4月1日

至　平成３１年3月31日

    業務費用 1,615,719,382

      人件費 299,327,720

        職員給与費 254,844,524

        賞与等引当金繰入額 21,954,870



【様式第３号】

（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 1,771,229,263 3,410,425,680 △1,639,196,417

  純行政コスト（△） △1,355,371,145 △1,355,371,145

  財源 1,120,934,500 1,120,934,500

    税収等 1,120,934,500 1,120,934,500

    国県等補助金 - -

  本年度差額 △234,436,645 △234,436,645

  固定資産等の変動（内部変動） △342,568,290 342,568,290

    有形固定資産等の増加 1,965,627,099 △1,965,627,099

    有形固定資産等の減少 △2,313,222,011 2,313,222,011

    貸付金・基金等の増加 5,026,622 △5,026,622

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,603,124 2,603,124

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △231,833,521 △339,965,166 108,131,645

本年度末純資産残高 1,539,395,742 3,070,460,514 △1,531,064,772

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４号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 66,999,413

本年度歳計外現金増減額 20,650,772

本年度末歳計外現金残高 87,650,185

財務活動収支 △146,715,876

本年度資金収支額 △6,309,664

前年度末資金残高 30,560,692

本年度末資金残高 24,251,028

    地方債償還支出 137,353,032

    その他の支出 9,362,844

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 △35,831,462

【財務活動収支】

  財務活動支出 146,715,876

    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 -

  投資活動支出 35,831,462

    公共施設等整備費支出 30,804,840

    基金積立金支出 5,026,622

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 176,237,674

【投資活動収支】

    税収等収入 1,120,934,500

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 361,653,592

    その他の収入 81,491,516

  臨時支出 -

      補助金等支出 25,628,933

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 464,200

  業務収入 1,564,079,608

本年度末現金預金残高 111,901,213

資金収支計算書

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 1,387,841,934

    業務費用支出 1,361,748,801

自　平成３０年4月1日

至　平成３１年3月31日

      人件費支出 278,762,634

      物件費等支出 1,078,195,345

      支払利息支出 4,790,822

      その他の支出 -

    移転費用支出 26,093,133


