
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 42,887,581 固定負債 12,929,760

有形固定資産 41,768,512 地方債等 10,653,970
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 1,207,744
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 17,604,768 その他 1,068,046
建物減価償却累計額 △ 10,216,943 流動負債 1,487,944 ※

工作物 1,217,116 1年内償還予定地方債等 1,343,943
工作物減価償却累計額 △ 370,312 未払金 9,912
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 28
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 101,740
航空機 - 預り金 32,320
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 80,854 14,417,703 ※

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 42,983,087

インフラ資産 28,643,361 ※ 余剰分（不足分） △ 13,072,628
土地 1,552,110
建物 1,539,262
建物減価償却累計額 △ 446,335
工作物 53,390,478
工作物減価償却累計額 △ 27,679,303
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 287,148

物品 1,724,709
物品減価償却累計額 △ 1,194,313

無形固定資産 45,648
ソフトウェア -
その他 45,648

投資その他の資産 1,073,421
投資及び出資金 455,721

有価証券 49,295
出資金 406,426
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 109,109
長期貸付金 0
基金 517,770

減債基金 -
その他 517,770

その他 -
徴収不能引当金 △ 9,179

流動資産 1,440,581
現金預金 1,290,307
未収金 49,878
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 4,856
その他 35
徴収不能引当金 -

繰延資産 - 29,910,459
44,328,162 44,328,162

※ 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

全体貸借対照表全体貸借対照表全体貸借対照表全体貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：千円）

経常費用 10,960,135
業務費用 5,178,080 ※

人件費 1,541,697 ※

職員給与費 1,132,169
賞与等引当金繰入額 101,740
退職手当引当金繰入額 86,774
その他 221,015

物件費等 3,392,202 ※

物件費 1,703,988
維持補修費 45,030
減価償却費 1,640,969
その他 2,216

その他の業務費用 244,180
支払利息 123,528
徴収不能引当金繰入額 12,277
その他 108,375

移転費用 5,782,055 ※

補助金等 5,086,602
社会保障給付 627,968
他会計への繰出金 0
その他 67,484

経常収益 789,616
使用料及び手数料 590,445
その他 199,171

純経常行政コスト 10,170,519
臨時損失 60,201

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 9,659

臨時利益 7,755
資産売却益 971
その他 6,784

純行政コスト 10,222,965

※ 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。

全体行政全体行政全体行政全体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 29,896,971 43,936,998 △ 14,040,027

純行政コスト（△） △ 10,222,965 △ 10,222,965

財源 9,876,952 9,876,952

税収等 6,408,888 6,408,888

国県等補助金 3,468,064 3,468,064

本年度差額 △ 346,012 ※ △ 346,012 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,037,748 1,037,748

有形固定資産等の増加 423,343 △ 423,343

有形固定資産等の減少 △ 1,536,467 1,536,467

貸付金・基金等の増加 189,404 △ 189,404

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 374,467 374,467

その他 △ 14,651 △ 290,315 275,664

本年度純資産変動額 13,488 △ 953,912 967,400

本年度末純資産残高 29,910,459 42,983,087 ※ △ 13,072,628 ※

※ 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。

全体純資産変動計算書全体純資産変動計算書全体純資産変動計算書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 9,467,671 ※

業務費用支出 3,526,533
人件費支出 1,451,108
物件費等支出 1,857,734
支払利息支出 123,528
その他の支出 94,163

移転費用支出 5,941,138 ※

補助金等支出 5,245,685
社会保障給付支出 627,968
他会計への繰出支出 0
その他の支出 67,484

業務収入 10,462,620
税収等収入 6,416,513
国県等補助金収入 3,255,887
使用料及び手数料収入 590,335
その他の収入 199,885

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 1,165,085
【投資活動収支】

投資活動支出 613,042 ※

公共施設等整備費支出 423,639
基金積立金支出 159,404
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 30,000
その他の支出 -

投資活動収入 327,267 ※

国県等補助金収入 212,177
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 0

投資活動収支 △ 285,775
【財務活動収支】

財務活動支出 1,403,320
地方債償還支出 1,353,520
その他の支出 49,800

財務活動収入 688,060
地方債発行収入 688,060
その他の収入 0

財務活動収支 △ 715,260
164,051 ※

1,101,296
1,265,346 ※

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 1,290,307

※ 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

全体資金収支計算書全体資金収支計算書全体資金収支計算書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


