
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 12,767,612 固定負債 6,075,187
有形固定資産 12,421,278 地方債等 5,362,914
事業用資産 1,535,215 長期未払金 -
土地 - 退職手当引当金 717,141
立木竹 1,032,896 損失補償等引当金 -
建物 63,407 その他 △ 4,868
建物減価償却累計額 △ 8,313 流動負債 541,605
工作物 874,831 １年内償還予定地方債等 519,721
工作物減価償却累計額 △ 427,606 未払金 -
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 21,884
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 6,616,792
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 14,306,099

インフラ資産 10,831,954 余剰分（不足分） △ 3,358,995
土地 715,956 他団体出資等分 -

建物 5,011,248

建物減価償却累計額 △ 2,484,813

工作物 19,090,280

工作物減価償却累計額 △ 11,805,347

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 304,631

物品 78,359

物品減価償却累計額 △ 24,251

無形固定資産 6,934

ソフトウェア 6,934

その他 -

投資その他の資産 339,401

投資及び出資金 23,267

有価証券 11,832

出資金 11,435

その他 -

長期延滞債権 6,609

長期貸付金 △ 12,362

基金 321,887

減債基金 334

その他 321,553

その他 -

徴収不能引当金 -

流動資産 4,796,283

現金預金 713,664

未収金 2,496

短期貸付金 -

基金 1,545,095

財政調整基金 878,076

減債基金 667,019

棚卸資産 △ 11,105

その他 2,546,134

徴収不能引当金 -

繰延資産 - 10,947,104

17,563,895 17,563,895

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

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 4,106,077
業務費用 1,798,876
人件費 452,951
職員給与費 431,558
賞与等引当金繰入額 -
退職手当引当金繰入額 -
その他 21,393

物件費等 1,281,244
物件費 611,883
維持補修費 131,233
減価償却費 505,718
その他 32,409

その他の業務費用 64,680
支払利息 40,685
徴収不能引当金繰入額 -
その他 23,996

移転費用 2,307,201
補助金等 2,043,512
社会保障給付 248,771
その他 9,004

経常収益 374,522
使用料及び手数料 186,414
その他 188,108

純経常行政コスト 3,731,555
臨時損失 -
災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 2,424
資産売却益 2,424
その他 -

純行政コスト 3,729,132

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）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 10,988,774 14,210,483 △ 3,221,709 -
純行政コスト（△） △ 3,729,132 △ 3,729,132 -
財源 3,681,671 3,681,671 -
税収等 2,691,543 2,691,543 -
国県等補助金 990,128 990,128 -

本年度差額 △ 47,461 △ 47,461 -
固定資産の変動（内部変動） 95,616 △ 95,616
有形固定資産等の増加 485,876 △ 485,876
有形固定資産等の減少 △ 508,135 508,135
貸付金・基金等の増加 392,345 △ 392,345
貸付金・基金等の減少 △ 274,470 274,470

資産評価差額 - -
無償所管換等 0 0
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 5,790 5,790
本年度純資産変動額 △ 41,670 95,616 △ 137,286 -
本年度末純資産残高 10,947,104 14,306,099 △ 3,358,995 -

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



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 3,600,009
業務費用支出 1,292,808
人件費支出 452,951
物件費等支出 781,013
支払利息支出 40,685
その他の支出 18,159

移転費用支出 2,307,201
補助金等支出 2,043,512
社会保障給付支出 248,771
その他の支出 9,004

業務収入 3,856,233
税収等収入 2,691,787
国県等補助金収入 790,001
使用料及び手数料収入 186,337
その他の収入 188,108

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 77,969
業務活動収支 334,194
【投資活動収支】
投資活動支出 878,221
公共施設等整備費支出 485,876
基金積立金支出 359,704
投資及び出資金支出 5,000
貸付金支出 27,641
その他の支出 -

投資活動収入 413,076
国県等補助金収入 122,157
基金取崩収入 254,470
貸付金元金回収収入 20,000
資産売却収入 11,400
その他の収入 5,050

投資活動収支 △ 465,144
【財務活動収支】
財務活動支出 445,551
地方債等償還支出 440,683
その他の支出 4,868

財務活動収入 792,810
地方債等発行収入 792,810
その他の収入 -

財務活動収支 347,259
本年度資金収支額 216,309
前年度末資金残高 497,355
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 713,664

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 713,664

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


