
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 33,317,706 ※ 固定負債 14,899,624

有形固定資産 31,477,949 地方債 12,702,631
事業用資産 17,225,492 長期未払金 0

土地 3,544,857 退職手当引当金 2,196,993
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 26,476,296 その他 -
建物減価償却累計額 △ 13,641,151 流動負債 1,433,902
工作物 1,582,405 1年内償還予定地方債 1,216,182
工作物減価償却累計額 △ 824,043 未払金 0
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 156,550
航空機 - 預り金 61,170
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 16,333,526
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 87,128 固定資産等形成分 34,339,360

インフラ資産 12,930,592 余剰分（不足分） △ 15,473,323
土地 1,293,972
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 24,502,721
工作物減価償却累計額 △ 13,585,370
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 719,269

物品 2,304,601
物品減価償却累計額 △ 982,736

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 1,839,758 ※

投資及び出資金 504,223
有価証券 -
出資金 164,723
その他 339,500

投資損失引当金 △ 6,898
長期延滞債権 171,722
長期貸付金 260,335
基金 921,581

減債基金 0
その他 921,581

その他 -
徴収不能引当金 △ 11,204

流動資産 1,881,856
現金預金 805,470
未収金 39,822
短期貸付金 52,416
基金 969,237

財政調整基金 879,815
減債基金 89,422

棚卸資産 16,129
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,218 18,866,036 ※

35,199,562 35,199,562

※ 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 10,630,468 ※

業務費用 5,961,588
人件費 2,139,371

職員給与費 1,759,831
賞与等引当金繰入額 156,550
退職手当引当金繰入額 -
その他 222,990

物件費等 3,688,418
物件費 2,401,476
維持補修費 163,739
減価償却費 1,123,203
その他 -

その他の業務費用 133,799
支払利息 90,237
徴収不能引当金繰入額 12,422
その他 31,140

移転費用 4,668,881
補助金等 2,018,750
社会保障給付 1,227,020
他会計への繰出金 802,617
その他 620,494

経常収益 484,981
使用料及び手数料 112,071
その他 372,910

純経常行政コスト 10,145,487
臨時損失 267,775

災害復旧事業費 -
資産除売却損 900
投資損失引当金繰入額 1,915
損失補償等引当金繰入額 -
その他 264,960

臨時利益 2,015
資産売却益 2,015
その他 -

純行政コスト 10,411,247

※ 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 18,738,015 34,469,364 △ 15,731,349

純行政コスト（△） △ 10,411,247 △ 10,411,247

財源 10,529,177 10,529,177

税収等 8,296,057 8,296,057

国県等補助金 2,233,120 2,233,120

本年度差額 117,930 117,930

固定資産等の変動（内部変動） △ 140,096 ※ 140,096 ※

有形固定資産等の増加 2,448,572 △ 2,448,572

有形固定資産等の減少 △ 1,920,544 1,920,544

貸付金・基金等の増加 754,696 △ 754,696

貸付金・基金等の減少 △ 1,422,819 1,422,819

資産評価差額 1,949 1,949

無償所管換等 - -

その他 8,143 8,143 -

本年度純資産変動額 128,022 △ 130,004 258,026

本年度末純資産残高 18,866,036 ※ 34,339,360 △ 15,473,323

※ 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 9,404,073

業務費用支出 4,732,292
人件費支出 2,133,381
物件費等支出 2,478,768
支払利息支出 90,237
その他の支出 29,906

移転費用支出 4,671,781
補助金等支出 2,021,650
社会保障給付支出 1,227,020
他会計への繰出支出 802,617
その他の支出 620,494

業務収入 10,214,483
税収等収入 8,274,804
国県等補助金収入 1,570,104
使用料及び手数料収入 112,071
その他の収入 257,504

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 810,410
【投資活動収支】

投資活動支出 2,737,226
公共施設等整備費支出 1,726,479
基金積立金支出 754,447
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 256,300
その他の支出 -

投資活動収入 2,086,714
国県等補助金収入 663,016
基金取崩収入 1,097,967
貸付金元金回収収入 308,716
資産売却収入 17,015
その他の収入 -

投資活動収支 △ 650,511 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 1,441,706

地方債償還支出 1,441,706
その他の支出 -

財務活動収入 1,429,800
地方債発行収入 1,429,800
その他の収入 -

財務活動収支 △ 11,906
147,993
596,307
744,300

前年度末歳計外現金残高 16,120
本年度歳計外現金増減額 45,051
本年度末歳計外現金残高 61,170 ※

本年度末現金預金残高 805,470

※ 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


