
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,850,071,302 ※ 固定負債 1,511,856,885

有形固定資産 1,618,589,177 ※ 地方債 1,329,071,255

事業用資産 364,331,086 ※ 長期未払金 1,040,440

土地 170,086,449 退職手当引当金 178,459,679

立木竹 14,069,734 損失補償等引当金 9,864

建物 424,534,467 その他 3,275,647

建物減価償却累計額 △ 265,492,302 流動負債 124,021,282

工作物 93,312,706 1年内償還予定地方債 107,961,574

工作物減価償却累計額 △ 73,809,612 未払金 512,138

船舶 3,855,381 未払費用 -

船舶減価償却累計額 △ 3,479,261 前受金 549,015

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 13,084,932

航空機 1,678,320 預り金 1,913,623

航空機減価償却累計額 △ 671,328 その他 -

その他 - 1,635,878,167

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 246,531 固定資産等形成分 1,865,021,553

インフラ資産 1,242,820,351 ※ 余剰分（不足分） △ 1,614,241,424

土地 198,691,789

建物 13,404,252

建物減価償却累計額 △ 4,087,879

工作物 2,072,921,090

工作物減価償却累計額 △ 1,042,040,788

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 3,931,886

物品 15,477,137

物品減価償却累計額 △ 4,039,396

無形固定資産 2,036,421

ソフトウェア 2,022,541

その他 13,880

投資その他の資産 229,445,704

投資及び出資金 152,935,194

有価証券 2,267,779

出資金 150,667,415

その他 -

投資損失引当金 △ 116,680

長期延滞債権 9,736,488

長期貸付金 24,295,428

基金 42,928,041

減債基金 26,757,914

その他 16,170,127

その他 -

徴収不能引当金 △ 332,767

流動資産 36,586,994

現金預金 19,778,508

未収金 2,188,651

短期貸付金 4,787,288

基金 10,162,964

財政調整基金 10,162,964

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 330,417 250,780,129

1,886,658,296 1,886,658,296

※ 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。

貸借対照表
（平成３１年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

経常費用 604,408,838 ※

業務費用 379,308,716 ※

人件費 200,518,744
職員給与費 182,297,605
賞与等引当金繰入額 13,084,932
退職手当引当金繰入額 398,823
その他 4,737,384

物件費等 112,693,340
物件費 34,147,864
維持補修費 21,002,043
減価償却費 56,900,950
その他 642,483

その他の業務費用 66,096,632 ※

支払利息 9,741,223
徴収不能引当金繰入額 430,579
その他 55,924,831

移転費用 225,100,122
補助金等 200,303,522
社会保障給付 12,088,921
他会計への繰出金 12,442,541
その他 265,138

経常収益 20,704,572
使用料及び手数料 9,919,101
その他 10,785,471

純経常行政コスト 583,704,267 ※

臨時損失 8,808,075
災害復旧事業費 7,372,512
資産除売却損 654,351
投資損失引当金繰入額 5,829
損失補償等引当金繰入額 342
その他 775,041

臨時利益 12,466,198
資産売却益 568,157
その他 11,898,041

純行政コスト 580,046,144

※ 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。

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 27,735,747 1,671,815,379 △ 1,644,079,632

純行政コスト（△） △ 580,046,144 △ 580,046,144

財源 582,086,977 582,086,977

税収等 507,207,610 507,207,610

国県等補助金 74,879,367 74,879,367

本年度差額 2,040,833 2,040,833

固定資産等の変動（内部変動） △ 27,797,375 27,797,375

有形固定資産等の増加 15,870,461 △ 15,870,461

有形固定資産等の減少 △ 45,585,231 45,585,231

貸付金・基金等の増加 19,685,980 △ 19,685,980

貸付金・基金等の減少 △ 17,768,585 17,768,585

資産評価差額 32,775,580 32,775,580

無償所管換等 191,626,121 191,626,121

その他 △ 3,398,152 △ 3,398,152 -

本年度純資産変動額 223,044,382 193,206,174 29,838,208

本年度末純資産残高 250,780,129 1,865,021,553 △ 1,614,241,424

※ 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。

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 567,094,023

業務費用支出 341,371,714
人件費支出 219,344,468
物件費等支出 55,878,538
支払利息支出 9,741,223
その他の支出 56,407,485

移転費用支出 225,722,309
補助金等支出 200,925,709
社会保障給付支出 12,088,921
他会計への繰出支出 12,442,541
その他の支出 265,138

業務収入 571,413,717 ※

税収等収入 507,240,990
国県等補助金収入 44,069,734
使用料及び手数料収入 9,923,101
その他の収入 10,179,893

臨時支出 7,626,774
災害復旧事業費支出 7,372,512
その他の支出 254,262

臨時収入 5,420,833
業務活動収支 2,113,754 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 35,993,512

公共施設等整備費支出 15,870,461
基金積立金支出 14,368,629
投資及び出資金支出 437,071
貸付金支出 5,317,351
その他の支出 -

投資活動収入 43,826,457
国県等補助金収入 25,571,289
基金取崩収入 6,705,361
貸付金元金回収収入 11,063,225
資産売却収入 486,582
その他の収入 -

投資活動収支 7,832,945
【財務活動収支】

財務活動支出 169,469,750 ※

地方債償還支出 169,135,148
その他の支出 334,603

財務活動収入 164,635,373
地方債発行収入 164,635,373
その他の収入 -

財務活動収支 △ 4,834,377
5,112,321 ※

12,752,565

17,864,886

前年度末歳計外現金残高 2,118,442
本年度歳計外現金増減額 △ 204,819
本年度末歳計外現金残高 1,913,623

本年度末現金預金残高 19,778,508 ※

※ 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

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

 


