
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 39,093,351 ※ 固定負債 16,832,520 ※

有形固定資産 37,059,184 ※ 地方債等 13,557,263
事業用資産 17,225,492 長期未払金 -

土地 3,544,857 退職手当引当金 2,335,636
建物 26,476,296 損失補償等引当金 -
建物減価償却累計額 △ 13,641,151 その他 939,620
工作物 1,582,405 流動負債 1,568,368
工作物減価償却累計額 △ 824,043 1年内償還予定地方債等 1,284,865
船舶 - 未払金 34,659
船舶減価償却累計額 - 未払費用 -
浮標等 - 前受金 -
浮標等減価償却累計額 - 前受収益 -
航空機 - 賞与等引当金 169,903
航空機減価償却累計額 - 預り金 61,792
その他 - その他 17,149
その他減価償却累計額 - 18,400,887 ※

建設仮勘定 87,128 【純資産の部】
インフラ資産 18,123,274 ※ 固定資産等形成分 40,115,005

土地 1,379,282 余剰分（不足分） △ 15,963,561
建物 168,003
建物減価償却累計額 △ 66,141
工作物 34,599,776
工作物減価償却累計額 △ 18,708,495
その他 29,198
その他減価償却累計額 △ 15,440
建設仮勘定 737,092

物品 3,192,987
物品減価償却累計額 △ 1,482,569

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 2,034,168 ※

投資及び出資金 164,723
有価証券 -
出資金 164,723
その他 -

投資損失引当金 △ 6,898
長期延滞債権 272,289
長期貸付金 260,335
基金 1,370,261

減債基金 -
その他 1,370,261

その他 45
徴収不能引当金 △ 26,586

流動資産 3,458,979
現金預金 2,307,502
未収金 113,787
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 20,824
その他 14
徴収不能引当金 △ 4,801

繰延資産 - 24,151,443 ※

42,552,331 ※ 42,552,331 ※

※ 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 16,264,590 ※

業務費用 6,826,023
人件費 2,305,409 ※

職員給与費 1,899,717
賞与等引当金繰入額 168,836
退職手当引当金繰入額 -
その他 236,857

物件費等 4,303,400 ※

物件費 2,728,324
維持補修費 173,982
減価償却費 1,375,285
その他 25,808

その他の業務費用 217,214
支払利息 107,785
徴収不能引当金繰入額 30,947
その他 78,482

移転費用 9,438,568
補助金等 7,585,463
社会保障給付 1,232,611
他会計への繰出金 -
その他 620,494

経常収益 1,050,896
使用料及び手数料 656,930
その他 393,966

純経常行政コスト 15,213,694
臨時損失 267,861

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 265,046

臨時利益 2,407
資産売却益 2,015
その他 392

純行政コスト 15,479,148

※ 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 23,937,437 40,221,688 △ 16,284,251

純行政コスト（△） △ 15,479,148 △ 15,479,148

財源 15,683,063 15,683,063

税収等 10,382,140 10,382,140

国県等補助金 5,300,923 5,300,923

本年度差額 203,915 203,915

固定資産等の変動（内部変動） △ 116,775 ※ 116,775 ※

有形固定資産等の増加 2,560,492 △ 2,560,492

有形固定資産等の減少 △ 2,181,962 2,181,962

貸付金・基金等の増加 930,408 △ 930,408

貸付金・基金等の減少 △ 1,425,714 1,425,714

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 214,007 △ 106,684 ※ 320,690

本年度末純資産残高 24,151,443 40,115,005 ※ △ 15,963,561

※ 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 14,766,691 ※

業務費用支出 5,325,224
人件費支出 2,298,693
物件費等支出 2,834,014
支払利息支出 107,785
その他の支出 84,732

移転費用支出 9,441,468
補助金等支出 7,588,363
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 620,494

業務収入 15,883,356
税収等収入 10,313,481
国県等補助金収入 4,637,907
使用料及び手数料収入 655,279
その他の収入 276,689

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 392
業務活動収支 1,116,781 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 3,023,426

公共施設等整備費支出 1,838,400
基金積立金支出 928,726
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 2,090,641
国県等補助金収入 666,943
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 △ 932,785
【財務活動収支】

財務活動支出 1,507,541
地方債償還支出 1,507,541
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 △ 77,741
106,255

2,140,077
2,246,332

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 2,307,502

※ 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


