
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 160,281,748 固定負債 37,269,514
有形固定資産 141,412,265 地方債等 30,975,724
事業用資産 72,940,616 長期未払金 4
土地 22,670,226 退職手当引当金 4,262,215
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 76,231,080 その他 2,031,571
建物減価償却累計額 △ 29,317,759 流動負債 2,996,315
工作物 2,980,109 １年内償還予定地方債等 2,391,500
工作物減価償却累計額 △ 189,380 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 252,913
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 40,265,829
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 168,457,133

インフラ資産 67,616,839 余剰分（不足分） △ 33,260,679
土地 2,757,738 他団体出資等分 -

建物 470,611

建物減価償却累計額 △ 235,146

工作物 91,336,647

工作物減価償却累計額 △ 36,814,346

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 2,953,678

物品減価償却累計額 △ 2,098,868

無形固定資産 687,334

ソフトウェア 908

その他 686,425

投資その他の資産 18,182,150

投資及び出資金 1,071,263

有価証券 175,160

出資金 896,103

その他 -

長期延滞債権 245,913

長期貸付金 961,986

基金 15,916,924

減債基金 -

その他 15,916,924

その他 -

徴収不能引当金 △ 13,937

流動資産 15,180,535

現金預金 6,308,609

未収金 457,994

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 - 135,196,454

175,462,283 175,462,283

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
（平成３１年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

負債合計



（単位：千円）
金　　　額

経常費用 33,322,122
業務費用 14,271,263
人件費 4,584,770
職員給与費 3,807,788
賞与等引当金繰入額 253,969
退職手当引当金繰入額 153,454
その他 369,558

物件費等 9,017,876
物件費 5,397,765
維持補修費 66,211
減価償却費 3,483,493
その他 70,406

その他の業務費用 668,618
支払利息 326,441
徴収不能引当金繰入額 14,688
その他 327,488

移転費用 19,050,859
補助金等 14,784,921
社会保障給付 2,333,139
その他 1,006,303

経常収益 2,486,412
使用料及び手数料 1,034,560
その他 1,451,852

純経常行政コスト △ 30,835,710
臨時損失 97
災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 97

臨時利益 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト △ 30,835,807

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



（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 124,033,444 154,547,828 △ 30,514,385 -
純行政コスト（△） △ 30,835,807 △ 30,835,807 -
財源 38,226,356 38,226,356 -
税収等 22,684,921 22,684,921 -
国県等補助金 15,541,435 15,541,435 -

本年度差額 7,390,549 7,390,549 -
固定資産の変動（内部変動） 8,578,231 △ 8,578,231
有形固定資産等の増加 16,301,265 △ 16,301,265
有形固定資産等の減少 △ 3,525,772 3,525,772
貸付金・基金等の増加 7,284,441 △ 7,284,441
貸付金・基金等の減少 △ 11,481,704 11,481,704

資産評価差額 △ 1,946 △ 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 △ 602,911 △ 602,911
本年度純資産変動額 6,785,692 8,576,284 △ 1,790,593 -
本年度末純資産残高 130,819,135 163,124,113 △ 32,304,977 -

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



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 29,438,214
業務費用支出 10,095,778
人件費支出 4,183,722
物件費等支出 5,447,267
支払利息支出 326,441
その他の支出 138,348

移転費用支出 19,342,436
補助金等支出 14,784,921
社会保障給付支出 2,333,139
その他の支出 1,297,880

業務収入 35,720,921
税収等収入 22,392,241
国県等補助金収入 11,567,984
使用料及び手数料収入 901,457
その他の収入 859,238

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 -
業務活動収支 6,282,629
【投資活動収支】
投資活動支出 23,493,167
公共施設等整備費支出 16,264,973
基金積立金支出 6,827,619
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 400,575
その他の支出 -

投資活動収入 16,142,618
国県等補助金収入 3,973,451
基金取崩収入 10,980,938
貸付金元金回収収入 487,341
資産売却収入 309,504
その他の収入 391,385

投資活動収支 △ 7,350,548
【財務活動収支】
財務活動支出 2,468,435
地方債等償還支出 2,468,435
その他の支出 -

財務活動収入 1,815,378
地方債等発行収入 1,765,037
その他の収入 50,341

財務活動収支 △ 653,058
本年度資金収支額 △ 1,720,978
前年度末資金残高 8,029,587
本年度末資金残高 6,308,609

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 6,308,609

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


