
一般会計等 （単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 73,984,678 ※ 固定負債 40,091,274 ※

有形固定資産 63,660,435 ※ 地方債 36,335,466
事業用資産 44,637,011 ※ 長期未払金 127,269

土地 17,123,058 退職手当引当金 3,502,658
立木竹 139,905 損失補償等引当金 83,736
建物 53,066,180 その他 42,144
建物減価償却累計額 △ 29,815,336 流動負債 3,111,895 ※

工作物 5,107,289 1年内償還予定地方債 2,593,003
工作物減価償却累計額 △ 3,677,468 未払金 130,737
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 275,243
航空機 - 預り金 82,466
航空機減価償却累計額 - その他 30,447
その他 19,045 43,203,168 ※

その他減価償却累計額 △ 14,832 【純資産の部】
建設仮勘定 2,689,169 固定資産等形成分 78,685,709

インフラ資産 16,862,452 ※ 余剰分（不足分） △ 41,853,195
土地 1,010,297
建物 360,036
建物減価償却累計額 △ 277,220
工作物 35,923,699
工作物減価償却累計額 △ 20,571,204
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 416,843

物品 5,540,532
物品減価償却累計額 △ 3,379,559

無形固定資産 17,008
ソフトウェア 17,008
その他 -

投資その他の資産 10,307,234
投資及び出資金 6,358,553

有価証券 10,000
出資金 2,562,711
その他 3,785,842

投資損失引当金 -
長期延滞債権 300,251
長期貸付金 218,723
基金 3,448,073

減債基金 0
その他 3,448,073

その他 -
徴収不能引当金 △ 18,366

流動資産 6,051,004
現金預金 1,270,739
未収金 79,465
短期貸付金 54,554
基金 4,646,477

財政調整基金 4,079,152
減債基金 567,325

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 231 36,832,514

80,035,682 80,035,682

※ 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



一般会計等 （単位：千円）

経常費用 24,052,362
業務費用 11,672,232

人件費 3,938,567
職員給与費 3,186,214
賞与等引当金繰入額 275,243
退職手当引当金繰入額 307,006
その他 170,104

物件費等 7,329,666
物件費 4,653,650
維持補修費 289,364
減価償却費 2,386,652
その他 -

その他の業務費用 403,999
支払利息 198,728
徴収不能引当金繰入額 22,507
その他 182,764

移転費用 12,380,130
補助金等 4,488,201
社会保障給付 4,544,758
他会計への繰出金 3,339,868
その他 7,303

経常収益 1,079,491
使用料及び手数料 531,177
その他 548,314

純経常行政コスト 22,972,871
臨時損失 23,742

災害復旧事業費 15,898
資産除売却損 7,844
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 83,654
資産売却益 83,654
その他 -

純行政コスト 22,912,959

※ 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



一般会計等 （単位：千円）

前年度末純資産残高 36,185,942 74,960,326 △ 38,774,384

純行政コスト（△） △ 22,912,959 △ 22,912,959

財源 23,574,236 23,574,236

税収等 18,430,119 18,430,119

国県等補助金 5,144,117 5,144,117

本年度差額 661,277 661,277

固定資産等の変動（内部変動） 3,740,088 △ 3,740,088

有形固定資産等の増加 16,708,015 △ 16,708,015

有形固定資産等の減少 △ 13,367,445 13,367,445

貸付金・基金等の増加 938,776 △ 938,776

貸付金・基金等の減少 △ 539,258 539,258

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 14,705 △ 14,705

その他 - - -

本年度純資産変動額 646,572 3,725,382 ※ △ 3,078,811

本年度末純資産残高 36,832,514 ※ 78,685,709 ※ △ 41,853,195

※ 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）



一般会計等 （単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 21,782,076 ※

業務費用支出 9,271,558 ※

人件費支出 3,940,768
物件費等支出 4,943,408
支払利息支出 198,728
その他の支出 188,653

移転費用支出 12,510,518 ※

補助金等支出 4,618,588
社会保障給付支出 4,544,758
他会計への繰出支出 3,339,868
その他の支出 7,303

業務収入 24,100,177 ※

税収等収入 18,454,864
国県等補助金収入 4,751,774
使用料及び手数料収入 529,612
その他の収入 363,928

臨時支出 15,898
災害復旧事業費支出 15,898
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 2,302,204 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 6,749,990 ※

公共施設等整備費支出 5,762,123
基金積立金支出 832,866
投資及び出資金支出 155,000
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 1,076,796
国県等補助金収入 392,343
基金取崩収入 357,047
貸付金元金回収収入 77,171
資産売却収入 95,145
その他の収入 155,090

投資活動収支 △ 5,673,194
【財務活動収支】

財務活動支出 2,722,395
地方債償還支出 2,690,795
その他の支出 31,600

財務活動収入 6,174,353
地方債発行収入 6,174,353
その他の収入 -

財務活動収支 3,451,958
80,969 ※

1,107,305
1,188,273 ※

前年度末歳計外現金残高 74,120
本年度歳計外現金増減額 8,346
本年度末歳計外現金残高 82,466
本年度末現金預金残高 1,270,739

※ 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


