
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,622,306 固定負債 6,083,175
有形固定資産 13,165,661 地方債等 5,362,914
事業用資産 2,123,633 長期未払金 -
土地 - 退職手当引当金 725,129
立木竹 1,032,896 損失補償等引当金 -
建物 1,309,798 その他 △ 4,868
建物減価償却累計額 △ 686,018 流動負債 547,457
工作物 906,317 １年内償還予定地方債等 519,721
工作物減価償却累計額 △ 439,360 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 27,736
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 6,630,632
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 15,160,792

インフラ資産 10,840,398 余剰分（不足分） △ 3,371,009
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 19,185,457

工作物減価償却累計額 △ 11,892,081

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 304,631

物品 556,175

物品減価償却累計額 △ 354,544

無形固定資産 7,106

ソフトウェア 7,106

その他 -

投資その他の資産 449,539

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 110,138

徴収不能引当金 -

流動資産 4,798,110

現金預金 715,490

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 - 11,789,783

18,420,415 18,420,415

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

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 4,126,601
業務費用 2,020,764
人件費 545,648
職員給与費 518,075
賞与等引当金繰入額 5,852
退職手当引当金繰入額 △ 1,304
その他 23,026

物件費等 1,409,665
物件費 659,687
維持補修費 144,519
減価償却費 572,974
その他 32,486

その他の業務費用 65,451
支払利息 40,765
徴収不能引当金繰入額 -
その他 24,685

移転費用 2,105,837
補助金等 1,841,762
社会保障給付 248,771
その他 9,389

経常収益 381,099
使用料及び手数料 189,523
その他 191,576

純経常行政コスト 3,745,502
臨時損失 1,042
災害復旧事業費 -
資産除売却損 1,042
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 3,744,120

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）

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 11,883,122 15,063,041 △ 3,179,918 -
純行政コスト（△） △ 3,744,120 △ 3,744,120 -
財源 3,642,855 3,642,855 -
税収等 2,867,996 2,867,996 -
国県等補助金 774,859 774,859 -

本年度差額 △ 101,265 △ 101,265 -
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 2,136 2,136
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 △ 93,339 97,752 △ 191,091 -
本年度末純資産残高 11,789,783 15,160,792 △ 3,371,009 -

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



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 3,555,005
業務費用支出 1,449,168
人件費支出 547,430
物件費等支出 842,813
支払利息支出 40,765
その他の支出 18,159

移転費用支出 2,105,837
補助金等支出 1,841,762
社会保障給付支出 248,771
その他の支出 9,389

業務収入 3,823,850
税収等収入 2,867,528
国県等補助金収入 572,728
使用料及び手数料収入 189,447
その他の収入 194,148

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 346,815
【投資活動収支】
投資活動支出 912,513
公共施設等整備費支出 501,402
基金積立金支出 372,665
投資及び出資金支出 5,000
貸付金支出 33,447
その他の支出 -

投資活動収入 437,558
国県等補助金収入 124,162
基金取崩収入 260,276
貸付金元金回収収入 26,047
資産売却収入 11,400
その他の収入 15,674

投資活動収支 △ 474,955
【財務活動収支】
財務活動支出 448,050
地方債等償還支出 443,182
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 344,760
本年度資金収支額 216,620
前年度末資金残高 498,871
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 715,490

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 715,490

連結資金収支計算書
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


