
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 270,708,264 固定負債 56,325,161

有形固定資産 265,095,929 地方債 50,400,708
事業用資産 62,498,344 長期未払金 217,296

土地 17,601,742 退職手当引当金 5,558,548
立木竹 6,239,131 損失補償等引当金 230
建物 97,018,700 その他 148,379
建物減価償却累計額 △60,152,507 流動負債 6,041,886
工作物 10,246,122 1年内償還予定地方債 5,062,598
工作物減価償却累計額 △9,034,182 未払金 43,459
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 445,208
航空機 - 預り金 422,021
航空機減価償却累計額 - その他 68,600
その他 2,853,095 62,367,048
その他減価償却累計額 △2,402,759 【純資産の部】
建設仮勘定 129,002 固定資産等形成分 273,940,153

インフラ資産 201,835,260 余剰分（不足分） △60,450,675
土地 33,798,235
建物 1,565,517
建物減価償却累計額 △1,052,706
工作物 470,742,408
工作物減価償却累計額 △303,315,478
その他 227,898
その他減価償却累計額 △175,898
建設仮勘定 45,283

物品 5,022,118
物品減価償却累計額 △4,259,794

無形固定資産 2,116
ソフトウェア 2,116
その他 -

投資その他の資産 5,610,219
投資及び出資金 489,520

有価証券 245,327
出資金 244,193
その他 -

投資損失引当金 △74,000
長期延滞債権 361,029
長期貸付金 350,348
基金 4,531,081

減債基金 -
その他 4,531,081

その他 -
徴収不能引当金 △47,758

流動資産 5,148,262
現金預金 1,804,025
未収金 129,117
短期貸付金 68,514
基金 3,163,375

財政調整基金 3,108,625
減債基金 54,750

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △16,770 213,489,479

275,856,526 275,856,526

※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 科目

負債合計



（単位：千円）

金額

経常費用 47,064,649

業務費用 25,044,498

人件費 6,542,488

職員給与費 5,284,785

賞与等引当金繰入額 445,208

退職手当引当金繰入額 493,253

その他 319,242

物件費等 17,750,342

物件費 7,359,367

維持補修費 80,931

減価償却費 10,310,044

その他 -

その他の業務費用 751,669

支払利息 397,172

徴収不能引当金繰入額 61,453

その他 293,044

移転費用 22,020,151

補助金等 12,161,186

社会保障給付 5,880,157

他会計への繰出金 3,904,295

その他 74,512

経常収益 1,508,475

使用料及び手数料 458,553

その他 1,049,922

純経常行政コスト 45,556,174

臨時損失 2,353,175

災害復旧事業費 2,020,429

資産除売却損 326,391

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 6,355

臨時利益 38,282

資産売却益 38,211

その他 71

純行政コスト 47,871,067

※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



（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 222,304,567 282,907,066 △60,602,499

純行政コスト（△） △47,871,067 △47,871,067

財源 39,452,477 39,452,477

税収等 29,673,581 29,673,581

国県等補助金 9,778,896 9,778,896

本年度差額 △8,418,590 △8,418,590

固定資産等の変動（内部変動） △8,466,597 8,466,597

有形固定資産等の増加 1,783,873 △1,783,873

有形固定資産等の減少 △10,285,570 10,285,570

貸付金・基金等の増加 1,982,358 △1,982,358

貸付金・基金等の減少 △1,947,258 1,947,258

資産評価差額 △25 △25

無償所管換等 △500,290 △500,290

その他 103,817 - 103,817

本年度純資産変動額 △8,815,088 △8,966,912 151,824

本年度末純資産残高 213,489,479 273,940,153 △60,450,675

※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



（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 36,839,528
業務費用支出 14,819,377

人件費支出 6,665,209
物件費等支出 7,483,757
支払利息支出 397,172
その他の支出 273,239

移転費用支出 22,020,151
補助金等支出 12,161,186
社会保障給付支出 5,880,157
他会計への繰出支出 3,904,295
その他の支出 74,512

業務収入 39,035,040
税収等収入 29,632,699
国県等補助金収入 7,903,001
使用料及び手数料収入 458,164
その他の収入 1,041,176

臨時支出 2,246,255
災害復旧事業費支出 2,020,429
その他の支出 225,826

臨時収入 1,061,192
業務活動収支 1,010,450
【投資活動収支】

投資活動支出 3,766,231
公共施設等整備費支出 1,783,873
基金積立金支出 1,308,401
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 673,957
その他の支出 -

投資活動収入 2,763,026
国県等補助金収入 814,703
基金取崩収入 1,158,936
貸付金元金回収収入 720,696
資産売却収入 45,590
その他の収入 23,101

投資活動収支 △1,003,206
【財務活動収支】

財務活動支出 5,981,837
地方債償還支出 5,897,254
その他の支出 84,584

財務活動収入 5,801,051
地方債発行収入 5,801,051
その他の収入 -

財務活動収支 △180,786
△173,542

1,555,547

1,382,004

前年度末歳計外現金残高 419,374
本年度歳計外現金増減額 2,648
本年度末歳計外現金残高 422,021

本年度末現金預金残高 1,804,025

※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


