
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 46,307,252 固定負債 24,549,793
有形固定資産 40,194,741 地方債等 19,324,711
事業用資産 21,983,093 長期未払金 16,209
土地 9,759,633 退職手当引当金 3,526,819
立木竹 - 損失補償等引当金 45,952
建物 30,526,488 その他 1,636,101
建物減価償却累計額 △ 18,517,481 流動負債 5,893,732
工作物 328,551 1年内償還予定地方債等 4,858,765
工作物減価償却累計額 △ 118,028 未払金 98,095
船舶 178 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 178 前受金 -
浮標等 - 前受収益 351
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 419,355
航空機 - 預り金 4,935
航空機減価償却累計額 - その他 512,231
その他 - 30,443,525
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 50,239,288
インフラ資産 16,787,562 余剰分（不足分） △ 25,511,446
土地 1,972,849
建物 2,806,223
建物減価償却累計額 △ 418,791
工作物 23,981,765
工作物減価償却累計額 △ 12,520,681
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 966,197
物品 6,134,196
物品減価償却累計額 △ 4,710,110
無形固定資産 897,231
ソフトウェア 2,354
その他 894,877
投資その他の資産 5,215,280
投資及び出資金 1,829,631
有価証券 500
出資金 1,829,131
その他 -
投資損失引当金 -
長期延滞債権 2,223,478
長期貸付金 8,244
基金 1,338,535
減債基金 -
その他 1,338,535
その他 0
徴収不能引当金 △ 184,609

流動資産 8,864,115
現金預金 4,738,967
未収金 920,211
短期貸付金 392
基金 3,247,341
財政調整基金 3,125,037
減債基金 122,303
棚卸資産 8,359
その他 14
徴収不能引当金 △ 51,169
繰延資産 - 24,727,842

55,171,366 55,171,366

※ 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。

【様式第１号】

負債合計

純資産合計
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 金額 科目 金額



（単位：千円）

経常費用 35,798,503
業務費用 12,328,506
人件費 5,254,064
職員給与費 4,544,897
賞与等引当金繰入額 416,698
退職手当引当金繰入額 95,141
その他 197,329
物件費等 6,701,397
物件費 4,715,382
維持補修費 463,171
減価償却費 1,511,963
その他 10,881
その他の業務費用 373,046
支払利息 53,887
徴収不能引当金繰入額 232,983
その他 86,176

移転費用 23,469,997
補助金等 18,488,134
社会保障給付 4,962,656
他会計への繰出金 -
その他 19,206

経常収益 2,669,712
使用料及び手数料 1,580,812
その他 1,088,900

純経常行政コスト 33,128,791
臨時損失 35,564
災害復旧事業費 -
資産除売却損 2,064
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 33,500
臨時利益 29,510
資産売却益 13,380
その他 16,130

純行政コスト 33,134,845

※ 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。

【様式第２号】

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 21,245,836 44,125,689 △ 22,879,854

純行政コスト（△） △ 33,134,845 △ 33,134,845

財源 35,655,521 35,655,521

税収等 20,296,493 20,296,493

国県等補助金 15,359,028 15,359,028

本年度差額 2,520,676 2,520,676

固定資産等の変動（内部変動） 1,141,728 △ 1,141,728

有形固定資産等の増加 3,323,389 △ 3,323,389

有形固定資産等の減少 △ 2,466,087 2,466,087

貸付金・基金等の増加 799,182 △ 799,182

貸付金・基金等の減少 △ 514,756 514,756

資産評価差額 - -

無償所管換等 0 0
比例連結比例連結割合に伴う差額 △ 276 △ 302 27

その他 961,605 4,972,173 △ 4,010,568

本年度純資産変動額 3,482,006 6,113,599 △ 2,631,593

本年度末純資産残高 24,727,842 50,239,288 △ 25,511,446

※ 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。

【様式第３号】

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 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 34,995,149
業務費用支出 11,381,969
人件費支出 5,134,286
物件費等支出 5,388,517
支払利息支出 53,887
その他の支出 805,279
移転費用支出 23,613,180
補助金等支出 18,631,317
社会保障給付支出 4,962,656
他会計への繰出支出 -
その他の支出 19,206

業務収入 38,951,959
税収等収入 20,347,229
国県等補助金収入 15,089,568
使用料及び手数料収入 1,588,724
その他の収入 1,926,439
臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -
臨時収入 404
業務活動収支 3,957,214
【投資活動収支】
投資活動支出 3,194,918
公共施設等整備費支出 2,415,152
基金積立金支出 744,766
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 35,000
その他の支出 -
投資活動収入 562,427
国県等補助金収入 113,902
基金取崩収入 393,535
貸付金元金回収収入 36,125
資産売却収入 13,380
その他の収入 5,485

投資活動収支 △ 2,632,491
【財務活動収支】
財務活動支出 2,952,342
地方債償還支出 2,950,790
その他の支出 1,552
財務活動収入 2,493,848
地方債発行収入 2,484,531
その他の収入 9,318

財務活動収支 △ 458,494
866,230

3,625,214
△ 18

4,491,426

前年度末歳計外現金残高 202,404
本年度歳計外現金増減額 45,137
本年度末歳計外現金残高 247,541
本年度末現金預金残高 4,738,966

※ 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。

【様式第４号】

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


