
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 39,590,711 ※ 固定負債 9,144,831

有形固定資産 37,523,614 ※ 地方債 8,017,072
事業用資産 12,594,756 長期未払金 -

土地 4,326,935 退職手当引当金 1,127,759
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 17,604,768 その他 -
建物減価償却累計額 △ 10,216,943 流動負債 1,242,250
工作物 1,217,116 1年内償還予定地方債 1,123,080
工作物減価償却累計額 △ 370,312 未払金 3,110
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 91,099
航空機 - 預り金 24,961
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 80,854 10,387,081
その他減価償却累計額 △ 55,006 【純資産の部】
建設仮勘定 7,344 固定資産等形成分 39,686,216

インフラ資産 24,466,532 ※ 余剰分（不足分） △ 10,008,359
土地 1,459,126
建物 304,226
建物減価償却累計額 △ 205,965
工作物 46,601,560
工作物減価償却累計額 △ 23,763,659
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 71,245

物品 1,291,604
物品減価償却累計額 △ 829,278

無形固定資産 45,428
ソフトウェア -
その他 45,428

投資その他の資産 2,021,669
投資及び出資金 1,638,389

有価証券 49,295
出資金 1,589,094
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 63,661
長期貸付金 0
基金 324,594

減債基金 -
その他 324,594

その他 -
徴収不能引当金 △ 4,975

流動資産 474,227
現金預金 361,137
未収金 17,585
短期貸付金 0
基金 95,505

財政調整基金 95,500
減債基金 5

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 - 29,677,858 ※

40,064,938 40,064,938 ※

※ 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。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（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 6,995,241 ※

業務費用 4,308,031
人件費 1,419,639

職員給与費 1,035,794
賞与等引当金繰入額 91,099
退職手当引当金繰入額 78,366
その他 214,380

物件費等 2,786,257
物件費 1,286,050
維持補修費 30,709
減価償却費 1,467,391
その他 2,107

その他の業務費用 102,135
支払利息 71,912
徴収不能引当金繰入額 6,030
その他 24,193

移転費用 2,687,210 ※

補助金等 1,298,900
社会保障給付 626,732
他会計への繰出金 697,134
その他 64,443

経常収益 304,077 ※

使用料及び手数料 121,566
その他 182,510

純経常行政コスト 6,691,164
臨時損失 50,542

災害復旧事業費 1,872
資産除売却損 48,670
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 3,859
資産売却益 971
その他 2,888

純行政コスト 6,737,847

※ 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。

行政行政行政行政コストコストコストコスト計算書計算書計算書計算書
                                    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 29,881,203 40,714,225 △ 10,833,022

純行政コスト（△） △ 6,737,847 △ 6,737,847

財源 6,159,723 ※ 6,159,723 ※

税収等 4,935,069 4,935,069

国県等補助金 1,224,655 1,224,655

本年度差額 △ 578,124 △ 578,124

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,239,506 ※ 1,239,506 ※

有形固定資産等の増加 192,922 △ 192,922

有形固定資産等の減少 △ 1,467,801 1,467,801

貸付金・基金等の増加 149,400 △ 149,400

貸付金・基金等の減少 △ 114,028 114,028

資産評価差額 △ 316 △ 316

無償所管換等 375,094 375,094

その他 0 △ 163,281 163,281

本年度純資産変動額 △ 203,345 ※ △ 1,028,009 824,663

本年度末純資産残高 29,677,858 ※ 39,686,216 △ 10,008,359

※ 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。

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
                                                                       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 5,637,406 ※

業務費用支出 2,801,174
人件費支出 1,337,851
物件費等支出 1,373,027
支払利息支出 71,912
その他の支出 18,384

移転費用支出 2,836,232 ※

補助金等支出 1,447,922
社会保障給付支出 626,732
他会計への繰出支出 697,134
その他の支出 64,443

業務収入 6,406,195 ※

税収等収入 4,936,039
国県等補助金収入 1,166,317
使用料及び手数料収入 121,580
その他の収入 182,258

臨時支出 1,872
災害復旧事業費支出 1,872
その他の支出 -

臨時収入 172,008
業務活動収支 938,925
【投資活動収支】

投資活動支出 352,638
公共施設等整備費支出 192,922
基金積立金支出 119,400
投資及び出資金支出 10,316
貸付金支出 30,000
その他の支出 -

投資活動収入 173,429
国県等補助金収入 58,338
基金取崩収入 83,603
貸付金元金回収収入 30,425
資産売却収入 1,063
その他の収入 -

投資活動収支 △ 179,210 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 1,128,553

地方債償還支出 1,128,553
その他の支出 -

財務活動収入 573,660
地方債発行収入 573,660
その他の収入 -

財務活動収支 △ 554,893
204,823 ※

131,354
336,177

前年度末歳計外現金残高 26,805
本年度歳計外現金増減額 △ 1,845
本年度末歳計外現金残高 24,961 ※

本年度末現金預金残高 361,137 ※

※ 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

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
                                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


