
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 56,193,556 固定負債 5,772,901

有形固定資産 54,659,999 地方債 5,772,901

事業用資産 11,797,847 長期未払金 -

土地 6,095,383 退職手当引当金 -

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 13,101,012 その他 -

建物減価償却累計額  △8,294,274 流動負債 733,625

工作物 878,080 1年内償還予定地方債 418,524

工作物減価償却累計額  △403,553 未払金 -

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 95,979

航空機 - 預り金 219,122

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 6,506,526

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 421,200 固定資産等形成分 57,798,849

インフラ資産 42,816,778 余剰分（不足分）  △5,459,946

土地 34,858,761

建物 787,756

建物減価償却累計額  △463,645

工作物 13,548,357

工作物減価償却累計額  △6,513,832

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 599,382

物品 248,693

物品減価償却累計額  △203,319

無形固定資産

ソフトウェア -

その他

投資その他の資産 1,533,557

投資及び出資金 8,230

有価証券 -

出資金 8,230

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 233,884

長期貸付金 -

基金 1,317,684

減債基金 20,521

その他 1,297,163

その他 -

徴収不能引当金  △26,242

流動資産 2,651,873

現金預金 882,631

未収金 129,693

短期貸付金 25,000

基金 1,580,293

財政調整基金 1,580,293

減債基金 -

棚卸資産 48,500

その他 -

徴収不能引当金  △14,244 52,338,903

58,845,429 58,845,429

負債合計

全体貸借対照表
（平成31年３月31日現在）

科目 金額 科目 金額

資産合計 負債及び純資産合計

純資産合計



（単位：千円）

金額

経常費用 12,343,455

業務費用 4,891,078

人件費 1,497,164

職員給与費 1,407,149

賞与等引当金繰入額 3,692

退職手当引当金繰入額 -

その他（人件費） 86,323

物件費等 3,213,911

物件費 2,383,224

維持補修費 194,798

減価償却費 633,970

その他（物件費等） 1,918

その他の業務費用 180,003

支払利息 30,136

徴収不能引当金繰入額 38,675

その他（その他の業務費用） 111,191

移転費用 7,452,378

補助金等 5,715,909

社会保障給付 1,591,208

他会計への繰出金 -

その他（移転費用） 145,261

経常収益 251,275

使用料及び手数料 81,993

その他（経常収益） 169,282

純経常行政コスト 12,092,180

臨時損失 1,398

災害復旧事業費 -

資産除売却損 908

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 490

臨時利益 339

資産売却益 339

その他 -

純行政コスト 12,093,239

科目

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



(単位：千円）

固定資産

等形成分

余剰分

（不足分）

前年度末純資産残高 52,845,371 57,496,593  △4,651,222

純行政コスト（△）  △12,093,239  △12,093,239

財源 11,564,565 11,564,565

税収等 7,336,054 7,336,054

国県等補助金 4,228,511 4,228,511

本年度差額  △528,674  △528,674

固定資産等の変動（内部変動） 48,626  △48,626

有形固定資産等の増加 923,106  △923,106

有形固定資産等の減少  △634,878 634,878

貸付金・基金等の増加 494,636  △494,636

貸付金・基金等の減少  △734,238 734,238

資産評価差額 - -

無償所管換等 8,637 8,637

その他 13,569 244,993  △231,424

本年度純資産変動額  △506,468 302,256  △808,724

本年度末純資産残高 52,338,903 57,798,849  △5,459,946

科目 合計

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



（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 11,665,808

業務費用支出 4,213,431

人件費支出 1,493,472

物件費等支出 2,582,048

支払利息支出 30,136

その他の支出 107,774

移転費用支出 7,452,378

補助金等支出 5,715,909

社会保障給付支出 1,591,208

他会計への繰出支出 -

その他の支出 145,261

業務収入 11,747,173

税収等収入 7,345,087

国県等補助金収入（業務収入） 4,150,810

使用料及び手数料収入 81,993

その他の収入（業務収入） 169,282

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 81,365

【投資活動収支】

投資活動支出 1,663,310

公共施設等整備費支出 923,106

基金積立金支出 715,204

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 25,000

その他の支出 -

投資活動収入 768,444

国県等補助金収入 77,700

基金取崩収入 665,405

貸付金元金回収収入 25,000

資産売却収入 339

その他の収入（投資活動収入） -

投資活動収支  △894,866

【財務活動収支】

財務活動支出 393,361

地方債償還支出 393,361

その他の支出 -

財務活動収入 954,900

地方債発行収入 954,900

その他の収入 -

財務活動収支 561,539

本年度資金収支額  △251,962

前年度末資金残高 915,471

本年度末資金残高 663,509

前年度末歳計外現金残高 216,389

本年度歳計外現金増減額 2,733

本年度末歳計外現金残高 219,122

本年度末現金預金残高 882,631

科目 金額

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
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