
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 30,715,302 ※ 固定負債 15,397,523

有形固定資産 27,222,724 地方債 13,694,215
事業用資産 20,357,472 長期未払金 -

土地 9,358,105 退職手当引当金 1,639,773
立木竹 - 損失補償等引当金 45,952
建物 28,277,006 その他 17,583
建物減価償却累計額 △ 17,440,040 流動負債 4,053,657
工作物 198,621 1年内償還予定地方債 3,540,064
工作物減価償却累計額 △ 40,150 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 334,938
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 178,655
その他 - 19,451,180
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 3,930 固定資産等形成分 30,554,067

インフラ資産 6,656,910 余剰分（不足分） △ 13,700,656
土地 1,798,870
建物 1,705,479
建物減価償却累計額 -
工作物 6,896,681
工作物減価償却累計額 △ 3,769,187
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 25,067

物品 795,741
物品減価償却累計額 △ 587,399

無形固定資産 643,073
ソフトウェア 2,004
その他 641,069

投資その他の資産 2,849,506
投資及び出資金 1,864,223

有価証券 500
出資金 1,863,723
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 1,000,011
長期貸付金 -
基金 54,861

減債基金 -
その他 54,861

その他 -
徴収不能引当金 △ 69,589

流動資産 5,589,289 ※

現金預金 2,403,014
未収金 434,500
短期貸付金 0
基金 2,767,973

財政調整基金 2,645,670
減債基金 122,303

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 16,200 16,853,411

36,304,591 36,304,591

※ 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。

貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

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）

経常費用 18,155,797 ※

業務費用 8,832,410 ※

人件費 4,015,397
職員給与費 3,506,981
賞与等引当金繰入額 334,938
退職手当引当金繰入額 -
その他 173,478

物件費等 4,723,423 ※

物件費 3,484,738
維持補修費 346,543
減価償却費 881,888
その他 10,255

その他の業務費用 93,591 ※

支払利息 -
徴収不能引当金繰入額 85,332
その他 8,258

移転費用 9,323,387
補助金等 2,783,102
社会保障給付 4,960,995
他会計への繰出金 1,568,831
その他 10,459

経常収益 939,294
使用料及び手数料 271,284
その他 668,010

純経常行政コスト 17,216,503
臨時損失 7,817

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 7,817

臨時利益 13,322
資産売却益 13,169
その他 153

純行政コスト 17,210,998

※ 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。

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 15,353,229 ※ 29,394,821 △ 14,041,591

純行政コスト（△） △ 17,210,998 △ 17,210,998

財源 18,711,180 18,711,180

税収等 13,096,227 13,096,227

国県等補助金 5,614,953 5,614,953

本年度差額 1,500,181 ※ 1,500,181 ※

固定資産等の変動（内部変動） 1,159,246 △ 1,159,246

有形固定資産等の増加 2,893,301 △ 2,893,301

有形固定資産等の減少 △ 1,936,938 1,936,938

貸付金・基金等の増加 582,325 △ 582,325

貸付金・基金等の減少 △ 379,442 379,442

資産評価差額 - -

無償所管換等 0 0

その他 - - -

本年度純資産変動額 1,500,181 1,159,246 340,935

本年度末純資産残高 16,853,411 30,554,067 △ 13,700,656

※ 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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 17,287,599

業務費用支出 7,836,910
人件費支出 3,995,375
物件費等支出 3,841,535
支払利息支出 -
その他の支出 -

移転費用支出 9,450,689
補助金等支出 2,910,404
社会保障給付支出 4,960,995
他会計への繰出支出 1,568,831
その他の支出 10,459

業務収入 19,454,254
税収等収入 13,152,894
国県等補助金収入 5,405,719
使用料及び手数料収入 268,835
その他の収入 626,806

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 2,166,654 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 2,593,526

公共施設等整備費支出 1,972,815
基金積立金支出 547,325
投資及び出資金支出 38,386
貸付金支出 35,000
その他の支出 -

投資活動収入 417,500
国県等補助金収入 24,889
基金取崩収入 344,442
貸付金元金回収収入 35,000
資産売却収入 13,169
その他の収入 -

投資活動収支 △ 2,176,026
【財務活動収支】

財務活動支出 2,064,525
地方債償還支出 2,064,525
その他の支出 -

財務活動収入 2,124,100
地方債発行収入 2,124,100
その他の収入 -

財務活動収支 59,575
50,204 ※

2,156,573
2,206,776 ※

前年度末歳計外現金残高 196,169
本年度歳計外現金増減額 69
本年度末歳計外現金残高 196,238
本年度末現金預金残高 2,403,014

※ 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

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


