
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 163,203,329 固定負債 38,060,354
有形固定資産 142,794,361 地方債等 31,146,750
事業用資産 73,240,147 長期未払金 4
土地 22,691,882 退職手当引当金 4,882,028
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 76,545,777 その他 2,031,571
建物減価償却累計額 △ 29,454,967 流動負債 3,076,177
工作物 3,101,056 １年内償還予定地方債等 2,424,848
工作物減価償却累計額 △ 209,940 未払金 332,033
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 299,428
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 19,869
その他 183,152 41,136,531
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 383,187 固定資産等形成分 171,233,327

インフラ資産 68,451,898 余剰分（不足分） △ 33,667,415
土地 2,864,554 他団体出資等分 76
建物 2,891,695
建物減価償却累計額 △ 1,990,368
工作物 91,415,388
工作物減価償却累計額 △ 36,830,707
その他 155,790
その他減価償却累計額 △ 8,747
建設仮勘定 9,954,293

物品 4,496,989
物品減価償却累計額 △ 3,394,674

無形固定資産 687,829
ソフトウェア 908
その他 686,921

投資その他の資産 19,721,138
投資及び出資金 509,002
有価証券 175,160
出資金 333,842
その他 -

長期延滞債権 333,842
長期貸付金 961,986
基金 18,017,871
減債基金 -
その他 18,017,871

その他 -
徴収不能引当金 △ 13,937

流動資産 15,499,191
現金預金 6,627,208
未収金 458,051
短期貸付金 -
基金 8,422,633
財政調整基金 5,992,416
減債基金 2,430,216

棚卸資産 2,002
その他 -
徴収不能引当金 △ 10,703

繰延資産 - 137,565,988

178,702,519 178,702,519資産合計

負債合計

純資産合計

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 科　　　　　　目



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 39,486,063
業務費用 16,375,521
人件費 5,953,932
職員給与費 4,566,714
賞与等引当金繰入額 295,146
退職手当引当金繰入額 689,053
その他 403,019

物件費等 9,506,929
物件費 5,662,467
維持補修費 66,260
減価償却費 3,706,847
その他 71,355

その他の業務費用 914,660
支払利息 327,402
徴収不能引当金繰入額 14,688
その他 572,569

移転費用 23,110,542
補助金等 13,324,315
社会保障給付 7,852,330
その他 1,007,401

経常収益 3,091,863
使用料及び手数料 1,060,930
その他 2,030,933

純経常行政コスト △ 36,394,200
臨時損失 6,594
災害復旧事業費 -
資産除売却損 6,497
損失補償等引当金繰入額 -
その他 97

臨時利益 1,492
資産売却益 24
その他 1,468

純行政コスト △ 36,399,302

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



（単位：千円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 126,207,329 157,094,795 △ 30,887,537 70
純行政コスト（△） △ 36,399,302 △ 36,399,302 -
財源 43,509,222 43,509,222 -
税収等 25,463,738 25,463,738 -
国県等補助金 18,045,484 18,045,484 -

本年度差額 7,109,921 7,109,921 -
固定資産の変動（内部変動） 8,443,459 △ 8,443,459
有形固定資産等の増加 16,386,253 △ 16,386,253
有形固定資産等の減少 △ 3,743,617 3,743,617
貸付金・基金等の増加 7,284,950 △ 7,284,950
貸付金・基金等の減少 △ 11,484,127 11,484,127

資産評価差額 △ 2,122 △ 1,946
無償所管換等 - -
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 △ 623,288 △ 623,288
本年度純資産変動額 6,484,686 8,441,512 △ 1,956,826 -
本年度末純資産残高 132,692,015 165,536,308 △ 32,844,363 70

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



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 34,822,308
業務費用支出 11,322,861
人件費支出 4,976,132
物件費等支出 5,713,243
支払利息支出 327,402
その他の支出 306,084

移転費用支出 23,499,447
補助金等支出 13,324,315
社会保障給付支出 7,852,330
その他の支出 1,396,307

業務収入 41,051,311
税収等収入 25,171,034
国県等補助金収入 14,071,613
使用料及び手数料収入 927,828
その他の収入 880,837

臨時支出 78
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 78

臨時収入 1,889
業務活動収支 6,230,813
【投資活動収支】
投資活動支出 23,581,499
公共施設等整備費支出 16,349,013
基金積立金支出 6,828,159
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 402,321
その他の支出 2,007

投資活動収入 16,148,283
国県等補助金収入 3,973,451
基金取崩収入 10,983,361
貸付金元金回収収入 490,583
資産売却収入 309,504
その他の収入 391,385

投資活動収支 △ 7,433,216
【財務活動収支】
財務活動支出 2,474,288
地方債等償還支出 2,474,288
その他の支出 -

財務活動収入 1,902,646
地方債等発行収入 1,852,306
その他の収入 50,341

財務活動収支 △ 571,641
本年度資金収支額 △ 1,774,044
前年度末資金残高 8,400,858
本年度末資金残高 6,626,814

前年度末歳計外現金残高 395
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 395
本年度末現金預金残高 6,627,208

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


