
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 11,754,286 固定負債 5,395,413
有形固定資産 11,408,582 地方債 4,683,140
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 470,026
工作物 874,831 １年内償還予定地方債 448,142
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 - 5,865,440
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 13,293,402

インフラ資産 9,819,259 余剰分（不足分） △ 2,615,724

土地 681,166

建物 4,300,397

建物減価償却累計額 △ 2,197,384

工作物 18,256,169

工作物減価償却累計額 △ 11,513,409

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 292,319

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 338,770

投資及び出資金 23,267

有価証券 11,832

出資金 11,435

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 5,980

長期貸付金 △ 12,362

基金 321,885

減債基金 334

その他 321,551

その他 -

徴収不能引当金 -

流動資産 4,788,832

現金預金 706,574

未収金 2,137

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 2,546,131

徴収不能引当金 - 10,677,678

16,543,118 16,543,118

一般会計等貸借対照表
（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 4,064,967
業務費用 1,669,127
人件費 446,262
職員給与費 424,869
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 1,176,056
物件費 559,044
維持補修費 115,968
減価償却費 468,739
その他 32,305

その他の業務費用 46,809
支払利息 23,207
徴収不能引当金繰入額 -
その他 23,602

移転費用 2,395,840
補助金等 2,041,735
社会保障給付 248,771
他会計への繰出金 101,715
その他 3,619

経常収益 288,890
使用料及び手数料 105,189
その他 183,702

純経常行政コスト 3,776,077
臨時損失 -
災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
投資損失引当金繰入額 -
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 3,773,653

一般会計等行政コスト計算書
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）

前年度末純資産残高 10,770,026 13,173,119 △ 2,403,093
純行政コスト（△） △ 3,773,653 △ 3,773,653
財源 3,675,515 3,675,515
税収等 2,691,543 2,691,543
国県等補助金 983,972 983,972

本年度差額 △ 98,138 △ 98,138
固定資産の変動（内部変動） 120,283 △ 120,283
有形固定資産等の増加 473,564 △ 473,564
有形固定資産等の減少 △ 471,156 471,156
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
内部取引 - -
その他 5,790 5,790
本年度純資産変動額 △ 92,348 120,283 △ 212,631
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 10,677,678 13,293,402 △ 2,615,724

一般会計等純資産変動計算書
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 3,595,878
業務費用支出 1,200,038
人件費支出 446,262
物件費等支出 712,410
支払利息支出 23,207
その他の支出 18,159

移転費用支出 2,395,840
補助金等支出 2,041,735
社会保障給付支出 248,771
他会計への繰出支出 101,715
その他の支出 3,619

業務収入 3,770,705
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 105,215
その他の収入 183,702

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 71,813
業務活動収支 246,640
【投資活動収支】
投資活動支出 865,909
公共施設等整備費支出 473,564
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 △ 452,832
【財務活動収支】
財務活動支出 371,240
地方債償還支出 366,372
その他の支出 4,868

財務活動収入 789,710
地方債発行収入 789,710
その他の収入 -

財務活動収支 418,470
本年度資金収支額 212,278
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 494,296
本年度末資金残高 706,574

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 706,574

一般会計等資金収支計算書
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


