
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 344,680,505 固定負債 122,954,255

有形固定資産 336,351,260 地方債 84,215,942
事業用資産 63,863,030 長期未払金 217,296

土地 17,726,579 退職手当引当金 5,600,318
立木竹 6,239,131 損失補償等引当金 230
建物 99,820,401 その他 32,920,470
建物減価償却累計額 △62,074,683 流動負債 9,255,743
工作物 11,213,432 1年内償還予定地方債 7,870,797
工作物減価償却累計額 △9,688,680 未払金 320,322
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 497,240
航空機 - 預り金 498,585
航空機減価償却累計額 - その他 68,800
その他 3,009,524 132,209,998
その他減価償却累計額 △2,511,678 【純資産の部】
建設仮勘定 129,002 固定資産等形成分 348,210,735

インフラ資産 267,386,221 余剰分（不足分） △127,024,127
土地 34,169,182
建物 6,921,538
建物減価償却累計額 △1,489,244
工作物 537,045,578
工作物減価償却累計額 △310,359,303
その他 243,373
その他減価償却累計額 △175,898
建設仮勘定 1,030,995

物品 10,828,599
物品減価償却累計額 △5,726,589

無形固定資産 2,475,641
ソフトウェア 2,116
その他 2,473,525

投資その他の資産 5,853,604
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 609,828
長期貸付金 350,348
基金 4,567,915

減債基金 -
その他 4,567,915

その他 -
徴収不能引当金 △90,007

流動資産 8,716,100
現金預金 4,546,747
未収金 664,209
短期貸付金 68,514
基金 3,461,716

財政調整基金 3,406,965
減債基金 54,750

棚卸資産 8,336
その他 379
徴収不能引当金 △33,800 221,186,607

353,396,606 353,396,606

※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

全体貸借対照表
(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 57,807,332

業務費用 30,690,856

人件費 7,491,598

職員給与費 5,946,466

賞与等引当金繰入額 487,244

退職手当引当金繰入額 511,492

その他 546,397

物件費等 21,157,150

物件費 7,706,157

維持補修費 156,835

減価償却費 13,046,107

その他 248,052

その他の業務費用 2,042,108

支払利息 1,073,547

徴収不能引当金繰入額 110,606

その他 857,955

移転費用 27,116,476

補助金等 21,161,172

社会保障給付 5,880,157

他会計への繰出金 -

その他 75,146

経常収益 4,202,095

使用料及び手数料 2,968,699

その他 1,233,396

純経常行政コスト 53,605,237

臨時損失 2,371,983

災害復旧事業費 2,020,429

資産除売却損 335,301

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 16,253

臨時利益 38,282

資産売却益 38,211

その他 71

純行政コスト 55,938,939

※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



（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 228,751,864 291,186,212 △62,434,348

純行政コスト（△） △55,938,939 △55,938,939

財源 49,386,026 49,386,026

税収等 33,518,449 33,518,449

国県等補助金 15,867,577 15,867,577

本年度差額 △6,552,913 △6,552,913

固定資産等の変動（内部変動） △9,647,351 9,647,351

有形固定資産等の増加 3,283,747 △3,283,747

有形固定資産等の減少 △13,025,403 13,025,403

貸付金・基金等の増加 2,061,122 △2,061,122

貸付金・基金等の減少 △1,966,817 1,966,817

資産評価差額 △25 △25

無償所管換等 △500,203 △500,203

その他 △512,116 67,172,102 △67,684,218

本年度純資産変動額 △7,565,257 57,024,523 △64,589,780

本年度末純資産残高 221,186,607 348,210,735 △127,024,127

※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



（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 44,939,254
業務費用支出 17,822,778

人件費支出 7,589,644
物件費等支出 8,325,400
支払利息支出 1,073,547
その他の支出 834,186

移転費用支出 27,116,476
補助金等支出 21,161,172
社会保障給付支出 5,880,157
他会計への繰出支出 -
その他の支出 75,146

業務収入 49,870,653
税収等収入 31,787,299
国県等補助金収入 13,991,682
使用料及び手数料収入 2,866,982
その他の収入 1,224,690

臨時支出 2,261,293
災害復旧事業費支出 2,020,429
その他の支出 240,864

臨時収入 1,061,192
業務活動収支 3,731,299
【投資活動収支】

投資活動支出 5,346,906
公共施設等整備費支出 3,285,784
基金積立金支出 1,387,166
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 3,129,813
国県等補助金収入 1,145,245
基金取崩収入 1,160,339
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 57,943

投資活動収支 △2,217,093
【財務活動収支】

財務活動支出 8,707,902
地方債償還支出 8,623,318
その他の支出 84,584

財務活動収入 7,456,019
地方債発行収入 6,927,951
その他の収入 528,068

財務活動収支 △1,251,882
262,323

3,862,402

4,124,725

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 4,546,747

※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


