
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 351,749,630 固定負債 125,639,215

有形固定資産 340,940,828 地方債 84,283,252
事業用資産 67,774,137 長期未払金 292,266

土地 17,931,680 退職手当引当金 8,102,358
立木竹 6,239,131 損失補償等引当金 230
建物 105,298,919 その他 32,961,110
建物減価償却累計額 △63,901,747 流動負債 9,867,197
工作物 11,351,098 1年内償還予定地方債 7,939,354
工作物減価償却累計額 △9,771,841 未払金 655,617
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 16
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 665,288
航空機 - 預り金 517,336
航空機減価償却累計額 - その他 89,587
その他 3,009,819 135,506,411
その他減価償却累計額 △2,511,924 【純資産の部】
建設仮勘定 129,002 固定資産等形成分 355,626,792

インフラ資産 267,386,221 余剰分（不足分） △129,028,600
土地 34,169,182 他団体出資等分 279,868
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 12,963,845
物品減価償却累計額 △7,180,558
物品減損損失累計額 △2,816

無形固定資産 2,510,529
ソフトウェア 36,254
その他 2,474,275

投資その他の資産 8,298,272
投資及び出資金 255,215

有価証券 30,747
出資金 224,468
その他 -

長期延滞債権 633,052
長期貸付金 350,348
基金 7,136,325

減債基金 -
その他 7,136,325

その他 26,538
徴収不能引当金 △103,205

流動資産 10,634,841
現金預金 5,982,618
未収金 749,800
短期貸付金 68,514
基金 3,808,648

財政調整基金 3,753,898
減債基金 54,750

棚卸資産 46,724
その他 12,449
徴収不能引当金 △33,911

繰延資産 - 226,878,059
362,384,471 362,384,471

※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。

資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

科目 科目

負債合計

純資産合計



（単位：千円）

金額

経常費用 79,016,520

業務費用 35,497,321

人件費 10,019,843

職員給与費 7,934,389

賞与等引当金繰入額 655,292

退職手当引当金繰入額 514,950

その他 915,213

物件費等 22,835,927

物件費 8,426,125

維持補修費 204,250

減価償却費 13,373,724

その他 831,829

その他の業務費用 2,641,550

支払利息 1,076,476

徴収不能引当金繰入額 123,916

その他 1,441,159

移転費用 43,519,199

補助金等 26,373,696

社会保障給付 16,773,352

その他 372,151

経常収益 6,394,363

使用料及び手数料 3,596,293

その他 2,798,070

純経常行政コスト 72,622,157

臨時損失 2,459,759

災害復旧事業費 2,031,260

資産除売却損 412,246

損失補償等引当金繰入額 -

その他 16,253

臨時利益 71,686

資産売却益 38,508

その他 33,178

純行政コスト 75,010,230

※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



（単位：千円）

固定資産
等形成分

固定資産
等形成分

他団体出資等分

前年度末純資産残高 233,565,423 296,662,571 △63,374,293 277,144

純行政コスト（△） △75,010,230 △75,014,832 4,603

財源 68,736,505 68,735,824 680

税収等 42,823,723 42,823,043 680

国県等補助金 25,912,782 25,912,782 -

本年度差額 △6,273,725 △6,279,008 5,283

固定資産等の変動（内部変動） △7,843,231 7,843,231

有形固定資産等の増加 6,415,968 △6,415,968

有形固定資産等の減少 △14,149,236 14,149,236

貸付金・基金等の増加 2,185,967 △2,185,967

貸付金・基金等の減少 △2,295,931 2,295,931

資産評価差額 △25 △25

無償所管換等 △500,203 △500,203

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 △2,560 △2,560

その他 89,149 67,307,679 △67,218,530

本年度純資産変動額 △6,687,364 58,964,220 △65,654,307 2,724

本年度末純資産残高 226,878,059 355,626,792 △129,028,600 279,868

※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

省略 


