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（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 36,882,325 ※ 固定負債 10,096,795

有形固定資産 35,939,349 ※ 地方債等 9,356,940
事業用資産 20,640,793 長期未払金 -

土地 14,782,026 退職手当引当金 739,855
立木竹 6,775 損失補償等引当金 -
建物 14,689,534 その他 -
建物減価償却累計額 △ 9,254,751 流動負債 1,071,246
工作物 852,463 1年内償還予定地方債等 957,643
工作物減価償却累計額 △ 458,161 未払金 2,758
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 110,845
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 11,168,041
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 22,907 固定資産等形成分 38,441,275

インフラ資産 15,145,428 ※ 余剰分（不足分） △ 10,337,781
土地 5,032,969
建物 15,241
建物減価償却累計額 △ 8,850
工作物 19,008,746
工作物減価償却累計額 △ 8,929,590
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 26,913

物品 727,857
物品減価償却累計額 △ 574,729

無形固定資産 93,733
ソフトウェア 93,733
その他 -

投資その他の資産 849,243
投資及び出資金 20,135

有価証券 -
出資金 20,135
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 121,781
長期貸付金 2,445
基金 716,577

減債基金 162,840
その他 553,737

その他 -
徴収不能引当金 △ 11,695

流動資産 2,389,210
現金預金 404,302
未収金 425,958
短期貸付金 0
基金 1,558,950

財政調整基金 1,558,950
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 0

繰延資産 - 28,103,495 ※

39,271,535 39,271,535 ※

※ 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

全体貸借対照表
（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 11,358,302
業務費用 5,370,805

人件費 1,486,130
職員給与費 1,272,816
賞与等引当金繰入額 110,845
退職手当引当金繰入額 5,597
その他 96,872

物件費等 3,676,242
物件費 2,794,092
維持補修費 57,411
減価償却費 824,739
その他 -

その他の業務費用 208,432 ※

支払利息 154,877
徴収不能引当金繰入額 3,824
その他 49,732

移転費用 5,987,497
補助金等 5,076,853
社会保障給付 870,801
他会計への繰出金 0
その他 39,843

経常収益 1,738,604
使用料及び手数料 563,957
その他 1,174,647

純経常行政コスト 9,619,697 ※

臨時損失 16,101
災害復旧事業費 -
資産除売却損 16,101
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 3,523
資産売却益 3,523
その他 -

純行政コスト 9,632,276 ※

※ 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。

全体行政コスト計算書
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 28,004,563 39,042,254 △ 11,037,691

純行政コスト（△） △ 9,632,276 △ 9,632,276

財源 10,293,501 10,293,501

税収等 5,917,817 5,917,817

国県等補助金 4,375,684 4,375,684

本年度差額 661,225 661,225

固定資産等の変動（内部変動） △ 38,685 38,685

有形固定資産等の増加 1,422,289 △ 1,422,289

有形固定資産等の減少 △ 1,759,484 1,759,484

貸付金・基金等の増加 443,151 △ 443,151

貸付金・基金等の減少 △ 144,641 144,641

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 562,294 △ 562,294

その他 - - -

本年度純資産変動額 98,932 ※ △ 600,979 699,910

本年度末純資産残高 28,103,495 ※ 38,441,275 △ 10,337,781

※ 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。

全体純資産変動計算書
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 10,540,960

業務費用支出 4,553,463
人件費支出 1,484,019
物件費等支出 2,851,503
支払利息支出 154,877
その他の支出 63,064

移転費用支出 5,987,497
補助金等支出 5,076,853
社会保障給付支出 870,801
他会計への繰出支出 0
その他の支出 39,843

業務収入 11,297,265 ※

税収等収入 5,530,970
国県等補助金収入 4,045,110
使用料及び手数料収入 563,781
その他の収入 1,157,403
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 756,305
【投資活動収支】

投資活動支出 792,090
公共施設等整備費支出 493,818
基金積立金支出 294,272
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 4,000
その他の支出 -

投資活動収入 339,046
国県等補助金収入 331,050
基金取崩収入 0
貸付金元金回収収入 4,000
資産売却収入 3,576
その他の収入 420

投資活動収支 △ 453,044
【財務活動収支】

財務活動支出 959,369
地方債償還支出 959,369
その他の支出 -

財務活動収入 520,127
地方債発行収入 520,127
その他の収入 -

財務活動収支 △ 439,242
△ 135,981

540,283
404,302

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 404,302

※ 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

全体資金収支計算書
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


