
 

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 185,396,840   固定負債 44,727,808

    有形固定資産 164,380,898     地方債 37,368,330

      事業用資産 58,880,083     長期未払金 -

        土地 25,865,659     退職手当引当金 7,037,740

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 87,210,579     その他 321,738

        建物減価償却累計額 -56,315,904   流動負債 5,605,278

        工作物 2,057,602     １年内償還予定地方債 4,672,355

        工作物減価償却累計額 -1,028,227     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 449,021

        航空機 -     預り金 363,442

        航空機減価償却累計額 -     その他 120,460

        その他 851,431 負債合計 50,333,086

        その他減価償却累計額 -395,162 【純資産の部】

        建設仮勘定 634,105   固定資産等形成分 188,376,113

      インフラ資産 101,827,531   余剰分（不足分） -48,160,463

        土地 34,013,758

        建物 1,065,666

        建物減価償却累計額 -514,882

        工作物 124,781,417

        工作物減価償却累計額 -60,453,645

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,935,217

      物品 5,356,318

      物品減価償却累計額 -1,683,034

    無形固定資産 70,549

      ソフトウェア 14,335

      その他 56,214

    投資その他の資産 20,945,393

      投資及び出資金 8,518,950

        有価証券 -

        出資金 8,518,950

        その他 -

      投資損失引当金 -41,406

      長期延滞債権 86,050

      長期貸付金 1,743,198

      基金 10,648,276

        減債基金 -

        その他 10,648,276

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,674

  流動資産 5,151,896

    現金預金 2,118,730

    未収金 57,500

    短期貸付金 23,755

    基金 2,955,519

      財政調整基金 1,479,205

      減債基金 1,476,313

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,607 純資産合計 140,215,650

資産合計 190,548,736 負債及び純資産合計 190,548,736

貸借対照表
会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 2,440

純行政コスト 36,375,526

    その他 -

  臨時利益 25,597

    資産売却益 23,157

    資産除売却損 33,307

    投資損失引当金繰入額 11,952

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 36,214,361

  臨時損失 186,763

    災害復旧事業費 141,504

  経常収益 1,848,079

    使用料及び手数料 653,011

    その他 1,195,067

      社会保障給付 6,367,663

      他会計への繰出金 3,569,792

      その他 5,114

        その他 177,557

    移転費用 19,577,554

      補助金等 9,634,985

      その他の業務費用 336,720

        支払利息 157,572

        徴収不能引当金繰入額 1,591

        維持補修費 759,607

        減価償却費 4,678,026

        その他 128,285

        その他 2,334,260

      物件費等 10,579,626

        物件費 5,013,708

        職員給与費 3,937,723

        賞与等引当金繰入額 449,021

        退職手当引当金繰入額 847,535

  経常費用 38,062,439

    業務費用 18,484,885

      人件費 7,568,539

行政コスト計算書

科目名 金額

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 138,259,410 186,883,791 -48,624,381

  純行政コスト（△） -36,375,526 -36,375,526

  財源 38,270,458 38,270,458

    税収等 29,507,548 29,507,548

    国県等補助金 8,762,910 8,762,910

  本年度差額 1,894,932 1,894,932

  固定資産等の変動（内部変動） 1,431,014 -1,431,014

    有形固定資産等の増加 5,304,967 -5,304,967

    有形固定資産等の減少 -4,717,664 4,717,664

    貸付金・基金等の増加 1,332,383 -1,332,383

    貸付金・基金等の減少 -488,672 488,672

  資産評価差額 -510 -510

  無償所管換等 61,819 61,819

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,956,240 1,492,323 463,918

本年度末純資産残高 140,215,650 188,376,113 -48,160,463

純資産変動計算書

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 347,817

本年度歳計外現金増減額 15,624

本年度末歳計外現金残高 363,442

本年度末現金預金残高 2,118,730

    その他の収入 -

財務活動収支 -394,802

本年度資金収支額 508,591

前年度末資金残高 1,246,697

本年度末資金残高 1,755,288

  財務活動支出 4,894,902

    地方債償還支出 4,801,489

    その他の支出 93,413

  財務活動収入 4,500,100

    地方債発行収入 4,500,100

    貸付金元金回収収入 22,533

    資産売却収入 129,488

    その他の収入 1,430,000

投資活動収支 -4,165,909

【財務活動収支】

    貸付金支出 24,941

    その他の支出 1,430,000

  投資活動収入 3,387,311

    国県等補助金収入 1,535,066

    基金取崩収入 270,224

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,553,220

    公共施設等整備費支出 4,868,286

    基金積立金支出 473,298

    投資及び出資金支出 756,696

  臨時支出 141,504

    災害復旧事業費支出 141,504

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 5,069,302

  業務収入 38,603,926

    税収等収入 29,532,171

    国県等補助金収入 7,227,844

    使用料及び手数料収入 652,260

    その他の収入 1,191,650

    移転費用支出 19,577,554

      補助金等支出 9,634,985

      社会保障給付支出 6,367,663

      他会計への繰出支出 3,569,792

      その他の支出 5,114

    業務費用支出 13,815,566

      人件費支出 7,582,228

      物件費等支出 5,901,600

      支払利息支出 157,572

      その他の支出 174,167

資金収支計算書

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 33,393,120
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