
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 299,838,672 固定負債 57,274,960 ※

有形固定資産 283,110,889 ※ 地方債 48,021,291
事業用資産 162,151,281 長期未払金 4,743,350
土地 118,787,200 退職手当引当金 4,499,651
立木竹 - 損失補償等引当金 10,667
建物 97,103,513 その他 -
建物減価償却累計額 △ 55,316,422 流動負債 5,815,609
工作物 1,552,215 1年内償還予定地方債 4,616,688
工作物減価償却累計額 △ 628,463 未払金 612,831
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 481,166
航空機 - 預り金 104,924
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 63,090,569
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 653,238 固定資産等形成分 308,554,757

インフラ資産 119,388,996 余剰分（不足分） △ 61,768,939
土地 99,521,373
建物 1,491,960
建物減価償却累計額 △ 702,875
工作物 72,746,990
工作物減価償却累計額 △ 53,737,947
その他 433,370
その他減価償却累計額 △ 433,370
建設仮勘定 69,495

物品 3,592,881
物品減価償却累計額 △ 2,022,268

無形固定資産 150,949
ソフトウェア 150,949
その他 -

投資その他の資産 16,576,833
投資及び出資金 15,420,126
有価証券 133,236
出資金 7,468,007
その他 7,818,883

投資損失引当金 △ 7,407,776
長期延滞債権 1,024,246
長期貸付金 2,764,210
基金 4,858,144
減債基金 -
その他 4,858,144

その他 -
徴収不能引当金 △ 82,117

流動資産 10,037,716
現金預金 1,176,005
未収金 151,419
短期貸付金 341,941
基金 8,374,145
財政調整基金 7,070,588
減債基金 1,303,557

棚卸資産 -
その他 0
徴収不能引当金 △ 5,794 246,785,818 ※

309,876,387 ※ 309,876,387

※ 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

一般会計等貸借対照表
（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 32,407,188 ※
業務費用 19,274,876 ※
人件費 7,783,426
職員給与費 6,187,431
賞与等引当金繰入額 471,158
退職手当引当金繰入額 381,138
その他 743,699

物件費等 10,639,063
物件費 7,380,974
維持補修費 391,206
減価償却費 2,866,883
その他 -

その他の業務費用 852,387 ※
支払利息 506,583
徴収不能引当金繰入額 28,523
その他 317,282

移転費用 13,132,312 ※
補助金等 3,490,082
社会保障給付 6,536,071
他会計への繰出金 2,980,962
その他 125,198

経常収益 2,815,113 ※
使用料及び手数料 1,706,123
その他 1,108,991

純経常行政コスト △ 29,592,075
臨時損失 507,194
災害復旧事業費 -
資産除売却損 337,925
投資損失引当金繰入額 167,448
損失補償等引当金繰入額 1,821
その他 -

臨時利益 949,855
資産売却益 939,350
その他 10,505

純行政コスト △ 29,149,414

※ 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。

一般会計等行政コスト計算書
自　平成３０年４月１日　

至　平成３１年３月３１日

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 235,302,570 298,508,618 △ 63,206,048

純行政コスト（△） △ 29,149,414 △ 29,149,414

財源 33,147,343 33,147,343

税収等 26,475,850 26,475,850

国県等補助金 6,671,493 6,671,493

本年度差額 3,997,929 3,997,929

固定資産等の変動（内部変動） 2,560,820 △ 2,560,820

有形固定資産等の増加 7,237,613 △ 7,237,613

有形固定資産等の減少 △ 4,419,303 4,419,303

貸付金・基金等の増加 1,147,471 △ 1,147,471

貸付金・基金等の減少 △ 1,404,961 1,404,961

資産評価差額 472,461 472,461

無償所管換等 7,012,858 7,012,858

その他 - - -

本年度純資産変動額 11,483,248 10,046,139 1,437,109

本年度末純資産残高 246,785,818 308,554,757 △ 61,768,939

※ 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。

一般会計等純資産変動計算書
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 29,772,505 ※
業務費用支出 16,619,333
人件費支出 7,961,071
物件費等支出 7,834,394
支払利息支出 506,583
その他の支出 317,285

移転費用支出 13,153,172 ※
補助金等支出 3,490,082
社会保障給付支出 6,536,071
他会計への繰出支出 2,980,962
その他の支出 146,058

業務収入 34,381,386 ※
税収等収入 26,474,157
国県等補助金収入 5,082,772
使用料及び手数料収入 1,707,857
その他の収入 1,116,601

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 4,608,881
【投資活動収支】
投資活動支出 8,040,565
公共施設等整備費支出 7,317,326
基金積立金支出 522,633
投資及び出資金支出 200,606
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 4,580,146
国県等補助金収入 1,588,721
基金取崩収入 429,963
貸付金元金回収収入 345,403
資産売却収入 2,216,059
その他の収入 -

投資活動収支 △ 3,460,418 ※
【財務活動収支】
財務活動支出 5,524,302
地方債償還支出 4,946,088
その他の支出 578,214

財務活動収入 4,576,359
地方債発行収入 4,576,359
その他の収入 -

財務活動収支 △ 947,943
200,519 ※
870,562
1,071,081

前年度末歳計外現金残高 123,869
本年度歳計外現金増減額 △ 18,945
本年度末歳計外現金残高 104,924
本年度末現金預金残高 1,176,005

※ 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

一般会計等資金収支計算書
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


