
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 126,595,381 ※ 固定負債 48,260,255

有形固定資産 119,275,850 ※ 地方債 44,243,030

事業用資産 62,931,497 長期未払金 -

土地 35,213,970 退職手当引当金 3,969,809

立木竹 - 損失補償等引当金 10,432

建物 71,234,230 その他 36,984

建物減価償却累計額 △ 45,786,977 流動負債 7,286,315 ※

工作物 5,721,974 1年内償還予定地方債 5,445,883

工作物減価償却累計額 △ 3,768,567 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 517,907

航空機 - 預り金 1,282,246

航空機減価償却累計額 - その他 40,280

その他 - 55,546,570

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 316,867 固定資産等形成分 127,860,291

インフラ資産 55,580,921 ※ 余剰分（不足分） △ 52,296,557

土地 13,896,799

建物 2,335,999

建物減価償却累計額 △ 803,448

工作物 102,877,181

工作物減価償却累計額 △ 63,777,753

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 1,052,142

物品 3,273,734

物品減価償却累計額 △ 2,510,303

無形固定資産 4,428

ソフトウェア 4,428

その他 -

投資その他の資産 7,315,102 ※

投資及び出資金 2,078,277

有価証券 -

出資金 2,078,277

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 1,663,861

長期貸付金 109,056

基金 3,652,424 ※

減債基金 364,116

その他 3,288,307

その他 -

徴収不能引当金 △ 188,516

流動資産 4,514,923

現金預金 2,851,359

未収金 449,593

短期貸付金 40,201

基金 1,224,709

財政調整基金 1,224,709

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 50,939 75,563,734

131,110,304 131,110,304

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：千円）

経常費用 48,243,586
業務費用 24,132,037

人件費 9,055,595 ※

職員給与費 7,675,144
賞与等引当金繰入額 517,907
退職手当引当金繰入額 △ 366,823
その他 1,229,368

物件費等 14,090,668
物件費 9,481,001
維持補修費 772,137
減価償却費 3,837,530
その他 -

その他の業務費用 985,774 ※

支払利息 356,934
徴収不能引当金繰入額 198,402
その他 430,437

移転費用 24,111,549
補助金等 9,342,660
社会保障給付 9,533,145
他会計への繰出金 4,976,601
その他 259,143

経常収益 846,897
使用料及び手数料 468,490
その他 378,407

純経常行政コスト △ 47,396,690 ※

臨時損失 153,616
災害復旧事業費 -
資産除売却損 143,184
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 10,432
その他 -

臨時利益 30,693
資産売却益 30,693
その他 -

純行政コスト △ 47,519,613

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト計算書
自　平成３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 74,628,973 128,146,785 △ 53,517,812

純行政コスト（△） △ 47,519,613 △ 47,519,613

財源 48,318,989 48,318,989

税収等 35,579,053 35,579,053

国県等補助金 12,739,936 12,739,936

本年度差額 799,376 799,376

固定資産等の変動（内部変動） △ 421,879 421,879

有形固定資産等の増加 7,765,671 △ 7,765,671

有形固定資産等の減少 △ 8,068,564 8,068,564

貸付金・基金等の増加 6,782,420 △ 6,782,420

貸付金・基金等の減少 △ 6,901,406 6,901,406

資産評価差額 - -

無償所管換等 135,386 135,386

その他 - - -

本年度純資産変動額 934,761 ※ △ 286,493 1,221,255

本年度末純資産残高 75,563,734 ※ 127,860,291 ※ △ 52,296,557

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 44,537,214

業務費用支出 20,425,665
人件費支出 9,409,610
物件費等支出 10,327,394
支払利息支出 356,934
その他の支出 331,727

移転費用支出 24,111,549
補助金等支出 9,342,660
社会保障給付支出 9,533,145
他会計への繰出支出 4,976,601
その他の支出 259,143

業務収入 47,492,369
税収等収入 35,528,611
国県等補助金収入 11,255,173
使用料及び手数料収入 460,640
その他の収入 247,945

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 2,955,155
【投資活動収支】

投資活動支出 7,987,019
公共施設等整備費支出 3,811,689
基金積立金支出 150,188
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 4,025,142
その他の支出 -

投資活動収入 5,888,188
国県等補助金収入 1,484,763
基金取崩収入 170,519
貸付金元金回収収入 4,030,250
資産売却収入 182,656
その他の収入 20,000

投資活動収支 △ 2,098,830 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 5,990,518

地方債償還支出 5,990,518
その他の支出 -

財務活動収入 5,322,200
地方債発行収入 5,322,200
その他の収入 -

財務活動収支 △ 668,318
188,006 ※

1,381,107
1,569,113

前年度末歳計外現金残高 1,237,515
本年度歳計外現金増減額 44,731
本年度末歳計外現金残高 1,282,246
本年度末現金預金残高 2,851,359

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

資金収支計算書
自　平成３０年４月１日　
至　平成３１年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


