
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 41,153,210 ※ 固定負債 17,578,013

有形固定資産 38,932,350 ※ 地方債等 14,088,078
事業用資産 17,885,455 長期未払金 -

土地 3,651,708 退職手当引当金 2,477,155
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 27,310,957 その他 1,012,780
建物減価償却累計額 △ 14,142,478 流動負債 2,033,087 ※

工作物 2,291,946 1年内償還予定地方債等 1,486,817
工作物減価償却累計額 △ 1,397,067 未払金 186,597
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 236,193
航空機 - 預り金 77,290
航空機減価償却累計額 - その他 46,191
その他 - 19,611,101 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 170,389 固定資産等形成分 42,175,357

インフラ資産 19,010,680 余剰分（不足分） △ 16,220,063
土地 1,596,629 他団体出資等分 -
建物 1,392,443
建物減価償却累計額 △ 891,208
工作物 34,689,282
工作物減価償却累計額 △ 18,779,085
その他 1,215,662
その他減価償却累計額 △ 962,340
建設仮勘定 749,297

物品 5,719,244
物品減価償却累計額 △ 3,683,030

無形固定資産 3,122
ソフトウェア 133
その他 2,989

投資その他の資産 2,217,738 ※

投資及び出資金 140,323
有価証券 600
出資金 139,723
その他 -

長期延滞債権 272,575
長期貸付金 260,335
基金 1,547,851 ※

減債基金 1,560
その他 1,546,290

その他 23,240
徴収不能引当金 △ 26,586

流動資産 4,413,184
現金預金 2,925,318
未収金 376,874
短期貸付金 52,416
基金 969,731

財政調整基金 880,309
減債基金 89,422

棚卸資産 94,351
その他 102
徴収不能引当金 △ 5,608

繰延資産 - 25,955,293 ※

45,566,394 45,566,394

※ 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。

連結貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 23,572,397 ※

業務費用 10,275,314 ※

人件費 3,820,867 ※

職員給与費 2,851,819
賞与等引当金繰入額 226,373
退職手当引当金繰入額 308,234
その他 434,442

物件費等 6,035,075 ※

物件費 3,601,928
維持補修費 206,011
減価償却費 1,562,408
その他 664,729

その他の業務費用 419,371 ※

支払利息 111,335
徴収不能引当金繰入額 30,948
その他 277,089

移転費用 13,297,082
補助金等 11,443,613
社会保障給付 1,232,611
他会計への繰出金 -
その他 620,858

経常収益 3,667,807 ※

使用料及び手数料 2,319,959
その他 1,347,849

純経常行政コスト 19,904,589 ※

臨時損失 265,946
災害復旧事業費 -
資産除売却損 900
損失補償等引当金繰入額 -
その他 265,046

臨時利益 3,510 ※

資産売却益 3,117
その他 392

純行政コスト 20,167,026 ※

※ 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。

連結行政コスト計算書
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 25,676,410 42,299,321 △ 16,622,911 -

純行政コスト（△） △ 20,167,026 △ 20,167,026 -

財源 20,330,413 20,330,413 -

税収等 13,251,688 13,251,688 -

国県等補助金 7,078,725 7,078,725 -

本年度差額 163,387 163,387 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 140,367 ※ 140,367 ※

有形固定資産等の増加 2,764,195 △ 2,764,195

有形固定資産等の減少 △ 2,418,216 2,418,216

貸付金・基金等の増加 979,949 △ 979,949

貸付金・基金等の減少 △ 1,466,296 1,466,296

資産評価差額 1,949 1,949

無償所管換等 - -

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 - -

その他 113,547 ※ 14,454 99,092

本年度純資産変動額 278,883 ※ △ 123,964 402,847 ※ -

本年度末純資産残高 25,955,293 42,175,357 △ 16,220,063 ※ -

※ 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。

連結純資産変動計算書
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）

他団体出資等分



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 21,859,473

業務費用支出 8,551,170
人件費支出 3,822,504
物件費等支出 3,703,158
支払利息支出 751,157
その他の支出 274,351

移転費用支出 13,308,303
補助金等支出 11,453,466
社会保障給付支出 1,232,611
他会計への繰出支出 -
その他の支出 622,226

業務収入 23,207,095
税収等収入 13,173,304
国県等補助金収入 6,415,649
使用料及び手数料収入 2,321,220
その他の収入 1,296,922

臨時支出 275
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 275

臨時収入 1,494
業務活動収支 1,348,841
【投資活動収支】

投資活動支出 3,294,316
公共施設等整備費支出 2,042,103
基金積立金支出 995,913
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 2,271,860 ※

国県等補助金収入 701,629
基金取崩収入 1,140,457
貸付金元金回収収入 308,716
資産売却収入 21,131
その他の収入 99,928

投資活動収支 △ 1,022,455 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 1,724,319

地方債等償還支出 1,724,319
その他の支出 -

財務活動収入 1,589,398
地方債等発行収入 1,589,398
その他の収入 -

財務活動収支 △ 134,922 ※

191,464
2,671,805

24
2,863,294 ※

前年度末歳計外現金残高 16,214
本年度歳計外現金増減額 45,810
本年度末歳計外現金残高 62,024
本年度末現金預金残高 2,925,318

※ 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
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

連結資金収支計算書
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


