
（単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 617,988,022 固定負債 359,755,453

有形固定資産 583,125,045 地方債 241,125,656
事業用資産 287,354,031 長期未払金 16,330

土地 194,432,579 退職手当引当金 19,885,299
立木竹 732 損失補償等引当金 -
建物 201,798,041 その他 98,728,167
建物減価償却累計額 △ 114,965,381 流動負債 27,774,929
工作物 34,256,367 1年内償還予定地方債 22,595,384
工作物減価償却累計額 △ 29,512,389 未払金 861,446
船舶 - 未払費用 281,323
船舶減価償却累計額 - 前受金 20,535
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 1,840,624
航空機 - 預り金 731,242
航空機減価償却累計額 - その他 1,444,376
その他 - 387,530,382
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,344,082 固定資産等形成分 619,488,073

インフラ資産 292,041,317 余剰分（不足分） △ 375,189,586
土地 86,572,457 他団体出資等分 -
建物 30,624,225
建物減価償却累計額 △ 18,793,984
工作物 410,694,746
工作物減価償却累計額 △ 225,384,964
その他 22,196,573
その他減価償却累計額 △ 15,364,990
建設仮勘定 1,497,253

物品 12,011,491
物品減価償却累計額 △ 8,281,794

無形固定資産 26,062,109
ソフトウェア 542,421
その他 25,519,689

投資その他の資産 8,800,867
投資及び出資金 1,068,203

有価証券 613,571
出資金 454,632
その他 -

長期延滞債権 4,081,655
長期貸付金 79,706
基金 4,206,708

減債基金 9,112
その他 4,197,596

その他 -
徴収不能引当金 △ 635,404

流動資産 13,840,847
現金預金 9,392,088
未収金 2,724,208
短期貸付金 66,971
基金 1,433,080

財政調整基金 1,433,080
減債基金 -

棚卸資産 19,537
その他 278,033
徴収不能引当金 △ 73,069

繰延資産 - 244,298,487
631,828,869 631,828,869

（平成31年3月31日現在）

【様式第１号】
全体貸借対照表

科目 科目

負債及び純資産合計資産合計

負債合計

純資産合計



（単位：千円）

金額

経常費用 191,852,157

業務費用 79,175,508

人件費 28,997,072

職員給与費 21,436,359

賞与等引当金繰入額 1,814,598

退職手当引当金繰入額 1,519,326

その他 4,226,788

物件費等 43,624,088

物件費 21,518,784

維持補修費 2,374,954

減価償却費 18,466,904

その他 1,263,446

その他の業務費用 6,554,349

支払利息 2,222,973

徴収不能引当金繰入額 365,866

その他 3,965,510

移転費用 112,676,649

補助金等 79,679,015

社会保障給付 30,565,555

その他 2,432,079

経常収益 29,073,349

使用料及び手数料 13,666,424

その他 15,406,925

純経常行政コスト 162,778,809

臨時損失 82,489

災害復旧事業費 -

資産除売却損 40,166

損失補償等引当金繰入額 -

その他 42,322

臨時利益 739,809

資産売却益 729,791

その他 10,018 固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

純行政コスト △ 162,121,489 △ 162,121,489 -

財源 159,906,394 159,906,394 -

税収等 93,200,533 93,200,533 -

国県等補助金 66,705,861 66,705,861 -

本年度差額 △ 2,215,095 △ 2,215,095 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 11,946,024 11,946,024

有形固定資産等の増加 7,191,646 △ 7,191,646

有形固定資産等の減少 △ 19,848,957 19,848,957

貸付金・基金等の増加 3,401,464 △ 3,401,464

貸付金・基金等の減少 △ 2,690,177 2,690,177

資産評価差額 △ 2,047 △ 2,047

無償所管換等 1,836,296 1,836,296

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 380,846 △ 10,111,775 9,730,929 -

前年度末純資産残高 244,679,333 629,599,848 △ 384,920,515 -

本年度末純資産残高 244,298,487 619,488,073 △ 375,189,586 -

【様式第２号】

科目

全体行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成３０年　４月　１日

至　平成３１年　３月３１日

金額



【様式第３号】

（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 177,604,315

業務費用支出 64,926,416

人件費支出 30,004,529

物件費等支出 25,251,083

支払利息支出 2,404,370

その他の支出 7,266,434

移転費用支出 112,677,899

補助金等支出 79,679,015

社会保障給付支出 30,565,555

その他の支出 2,433,329

業務収入 186,520,594

税収等収入 92,812,326

国県等補助金収入 64,533,555

使用料及び手数料収入 13,820,974

その他の収入 15,353,738

臨時支出 42,322

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 42,322

臨時収入 147,867

業務活動収支 9,021,823

【投資活動収支】

投資活動支出 8,627,924

公共施設等整備費支出 6,655,676

基金積立金支出 1,077,438

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 894,811

その他の支出 -

投資活動収入 6,896,044

国県等補助金収入 3,021,745

基金取崩収入 1,448,884

貸付金元金回収収入 33,022

資産売却収入 835,245

その他の収入 1,557,149

投資活動収支 △ 1,731,880

【財務活動収支】

財務活動支出 23,372,866

地方債償還支出 21,856,441

その他の支出 1,516,426

財務活動収入 17,031,959

地方債発行収入 15,611,600

その他の収入 1,420,359

財務活動収支 △ 6,340,907

949,036

8,103,746

-

9,052,781

前年度末歳計外現金残高 328,398

本年度歳計外現金増減額 10,909

本年度末歳計外現金残高 339,307

本年度末現金預金残高 9,392,088

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

前年度末資金残高

本年度末資金残高

科目 金額

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


