
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 214,256,093 ※ 固定負債 44,658,845

有形固定資産 200,232,524 地方債 39,544,941
事業用資産 99,395,149 長期未払金 -

土地 41,333,005 退職手当引当金 4,553,057
立木竹 2,893,443 損失補償等引当金 -
建物 118,382,094 その他 560,847
建物減価償却累計額 △ 68,332,188 流動負債 3,169,197
工作物 10,762,097 1年内償還予定地方債 2,852,118
工作物減価償却累計額 △ 5,942,438 未払金 10,936
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 306,143
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 47,828,042
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 299,136 固定資産等形成分 224,116,340

インフラ資産 99,583,960 ※ 余剰分（不足分） △ 45,434,133
土地 2,881,616
建物 339,229
建物減価償却累計額 △ 180,190
工作物 226,384,094
工作物減価償却累計額 △ 138,900,684
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 9,059,896

物品 6,250,028
物品減価償却累計額 △ 4,996,614

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 14,023,570
投資及び出資金 750,180

有価証券 420,201
出資金 329,979
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 134,248
長期貸付金 365,464
基金 12,777,932

減債基金 -
その他 12,777,932

その他 -
徴収不能引当金 △ 4,254

流動資産 12,254,155
現金預金 2,364,798
未収金 30,922
短期貸付金 29,591
基金 9,830,655

財政調整基金 6,863,108
減債基金 2,967,547

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,811 178,682,206 ※

226,510,249 ※ 226,510,249 ※

※ 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 32,620,063
業務費用 19,848,300

人件費 4,774,534
職員給与費 3,788,614
賞与等引当金繰入額 306,143
退職手当引当金繰入額 -
その他 679,777

物件費等 13,488,629
物件費 5,266,888
維持補修費 804,939
減価償却費 7,416,802
その他 -

その他の業務費用 1,585,137
支払利息 272,933
徴収不能引当金繰入額 1,530
その他 1,310,674

移転費用 12,771,763
補助金等 4,632,490
社会保障給付 4,602,910
他会計への繰出金 3,312,177
その他 224,186

経常収益 1,353,250 ※

使用料及び手数料 479,527
その他 873,722

純経常行政コスト 31,266,813
臨時損失 2,914,829

災害復旧事業費 2,914,829
資産除売却損 -
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 1,825
資産売却益 1,825
その他 -

純行政コスト 34,179,817

※ 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 177,473,684 219,394,242 △ 41,920,558

純行政コスト（△） △ 34,179,817 △ 34,179,817

財源 28,506,027 28,506,027

税収等 20,132,232 20,132,232

国県等補助金 8,373,795 8,373,795

本年度差額 △ 5,673,790 △ 5,673,790

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,038,030 3,038,030

有形固定資産等の増加 10,126,732 △ 10,126,732

有形固定資産等の減少 △ 8,444,935 8,444,935

貸付金・基金等の増加 2,348,294 △ 2,348,294

貸付金・基金等の減少 △ 7,068,121 7,068,121

資産評価差額 △ 33,333 △ 33,333

無償所管換等 1,642,603 1,642,603

その他 5,273,043 6,150,858 △ 877,815

本年度純資産変動額 1,208,523 4,722,098 △ 3,513,575

本年度末純資産残高 178,682,206 ※ 224,116,340 △ 45,434,133

※ 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 25,501,963 ※

業務費用支出 12,730,201
人件費支出 5,074,767
物件費等支出 6,107,361
支払利息支出 272,933
その他の支出 1,275,140

移転費用支出 12,771,763
補助金等支出 4,632,490
社会保障給付支出 4,602,910
他会計への繰出支出 3,312,177
その他の支出 224,186

業務収入 25,673,197 ※

税収等収入 20,142,549
国県等補助金収入 4,177,651
使用料及び手数料収入 479,527
その他の収入 873,469

臨時支出 2,914,829
災害復旧事業費支出 2,914,829
その他の支出 -

臨時収入 2,724,695
業務活動収支 △ 18,900
【投資活動収支】

投資活動支出 12,475,026
公共施設等整備費支出 10,126,732
基金積立金支出 2,299,107
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 49,187
その他の支出 -

投資活動収入 8,542,426
国県等補助金収入 1,471,448
基金取崩収入 7,029,831
貸付金元金回収収入 38,290
資産売却収入 2,857
その他の収入 -

投資活動収支 △ 3,932,600
【財務活動収支】

財務活動支出 2,948,322
地方債償還支出 2,948,322
その他の支出 -

財務活動収入 5,931,400
地方債発行収入 5,931,400
その他の収入 -

財務活動収支 2,983,078
△ 968,422
3,333,220
2,364,798

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 2,364,798

※ 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


