
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 41,517,898 固定負債 21,479,175
有形固定資産 36,755,627 地方債等 18,476,679
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 1,789,569
立木竹 - 損失補償等引当金 45,952
建物 28,277,006 その他 1,166,975
建物減価償却累計額 △ 17,440,040 流動負債 5,669,028
工作物 198,621 1年内償還予定地方債等 4,720,024
工作物減価償却累計額 △ 40,150 未払金 87,773
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 349,170
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 512,061
その他 - 27,148,203
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 45,355,845
インフラ資産 15,316,322 余剰分（不足分） △ 22,816,947
土地 1,944,039
建物 2,777,887
建物減価償却累計額 △ 403,231
工作物 22,627,186
工作物減価償却累計額 △ 11,681,480
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 51,920
物品 3,857,547
物品減価償却累計額 △ 2,775,714
無形固定資産 643,423
ソフトウェア 2,354
その他 641,069
投資その他の資産 4,118,849
投資及び出資金 1,854,905
有価証券 500
出資金 1,854,405
その他 -
投資損失引当金 -
長期延滞債権 2,223,003
長期貸付金 -
基金 225,550
減債基金 -
その他 225,550
その他 -
徴収不能引当金 △ 184,609

流動資産 8,169,203
現金預金 4,179,559
未収金 878,909
短期貸付金 -
基金 3,153,643
財政調整基金 3,031,340
減債基金 122,303
棚卸資産 8,261
その他 -
徴収不能引当金 △ 51,169
繰延資産 - 22,538,898

49,687,101 49,687,101

※ 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】

全体貸借対照表
（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 31,210,205
業務費用 10,490,785
人件費 4,161,244
職員給与費 3,618,666
賞与等引当金繰入額 346,981
退職手当引当金繰入額 -
その他 195,597
物件費等 5,997,157
物件費 4,306,608
維持補修費 417,738
減価償却費 1,261,939
その他 10,872
その他の業務費用 332,384
支払利息 45,948
徴収不能引当金繰入額 232,983
その他 53,453

移転費用 20,719,420
補助金等 15,738,918
社会保障給付 4,962,656
他会計への繰出金 -
その他 17,846

経常収益 2,373,621
使用料及び手数料 1,255,687
その他 1,117,934

純経常行政コスト △ 28,836,584
臨時損失 33,384
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 33,384
臨時利益 17,349
資産売却益 13,169
その他 4,180

純行政コスト △ 28,852,618

※ 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】

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 18,952,736 39,295,656 △ 20,342,919

純行政コスト（△） △ 28,852,618 △ 28,852,618

財源 31,446,861 31,446,861

税収等 18,328,155 18,328,155

国県等補助金 13,118,707 13,118,707

本年度差額 2,594,243 2,594,243

固定資産等の変動（内部変動） 1,056,511 △ 1,056,511

有形固定資産等の増加 3,060,337 △ 3,060,337

有形固定資産等の減少 △ 2,213,968 2,213,968

貸付金・基金等の増加 589,584 △ 589,584

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 991,919 5,003,678 △ 4,011,760

本年度純資産変動額 3,586,162 6,060,190 △ 2,474,027

本年度末純資産残高 22,538,898 45,355,845 △ 22,816,947

※ 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】

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 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 30,752,944
業務費用支出 9,890,342
人件費支出 4,140,750
物件費等支出 4,931,057
支払利息支出 45,948
その他の支出 772,587
移転費用支出 20,862,603
補助金等支出 15,882,101
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 17,846

業務収入 34,458,298
税収等収入 18,383,112
国県等補助金収入 12,865,973
使用料及び手数料収入 1,252,261
その他の収入 1,956,952
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 3,705,353
【投資活動収支】
投資活動支出 2,914,155
公共施設等整備費支出 2,152,283
基金積立金支出 697,804
投資及び出資金支出 29,068
貸付金支出 35,000
その他の支出 -
投資活動収入 470,336
国県等補助金収入 77,725
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 △ 2,443,819
【財務活動収支】
財務活動支出 2,806,170
地方債償還支出 2,806,170
その他の支出 -
財務活動収入 2,318,318
地方債発行収入 2,309,000
その他の収入 9,318

財務活動収支 △ 487,852
773,682

3,209,639
3,983,321

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 4,179,559

※ 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
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


