
決算対象年度： 平成30年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 77,714,825 固定負債 19,825,882
有形固定資産 72,013,225 地方債 14,145,073
事業用資産 27,198,759 長期未払金 2,868,514
土地 9,547,135 退職手当引当金 2,758,125
立木竹 427,057 損失補償等引当金 -
建物 37,298,928 その他 54,170
建物減価償却累計額 △ 22,240,915 流動負債 3,348,975
工作物 10,538,227 １年内償還予定地方債 1,793,735
工作物減価償却累計額 △ 8,571,201 未払金 1,086,384
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 253,912
航空機 - 預り金 199,467
航空機減価償却累計額 - その他 15,477
その他 - 23,174,857
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 199,527 固定資産等形成分 81,024,576

インフラ資産 44,615,068 余剰分（不足分） △ 21,646,368
土地 1,623,326
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 136,509,022
工作物減価償却累計額 △ 93,914,413
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 397,133

物品 1,698,136
物品減価償却累計額 △ 1,498,738

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 5,701,600
投資及び出資金 138,799
有価証券 12,212
出資金 126,587
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 413,761
長期貸付金 163,284
基金 5,006,030
減債基金 -
その他 5,006,030

その他 -
徴収不能引当金 △ 20,274

流動資産 4,838,239
現金預金 1,431,564
未収金 101,918
短期貸付金 7,021
基金 3,302,730
財政調整基金 2,974,699
減債基金 328,031

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 4,994 59,378,207

82,553,064 82,553,064

貸借対照表（会計別)
平成３１年　３月３１日現在

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



決算対象年度： 平成30年度

会計 ： 一般会計

（単位：千円）

金　　　額

経常費用 22,069,196
業務費用 15,008,389
人件費 3,925,588
職員給与費 3,385,259
賞与等引当金繰入額 253,912
退職手当引当金繰入額 134,454
その他 151,963

物件費等 10,886,441
物件費 6,591,775
維持補修費 951,244
減価償却費 3,325,066
その他 18,356

その他の業務費用 196,361
支払利息 83,953
徴収不能引当金繰入額 160,498
その他 △ 48,090

移転費用 7,060,806
補助金等 2,171,524
社会保障給付 2,807,477
他会計への繰出金 1,965,449
その他 116,356

経常収益 494,251
使用料及び手数料 255,711
その他 238,539

純経常行政コスト △ 21,574,945
臨時損失 68,576
災害復旧事業費 27,739
資産除売却損 40,837
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 1,687
資産売却益 1,687
その他 -

純行政コスト △ 21,641,834

行政コスト計算書（会計別)
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



決算対象年度： 平成30年度

会計 ： 一般会計

（単位：千円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 63,434,137 83,412,406 △ 19,978,269
純行政コスト（△） △ 21,641,834 △ 21,641,834
財源 17,533,060 17,533,060
税収等 14,254,598 14,254,598
国県等補助金 3,278,462 3,278,462

本年度差額 △ 4,108,774 △ 4,108,774
固定資産の変動（内部変動） △ 2,418,823 2,418,823
有形固定資産等の増加 1,683,304 △ 1,683,304
有形固定資産等の減少 △ 3,367,116 3,367,116
貸付金・基金等の増加 232,732 △ 232,732
貸付金・基金等の減少 △ 967,743 967,743

資産評価差額 - -
無償所管換等 30,993 30,993
内部取引 - -
その他 21,852 21,852
本年度純資産変動額 △ 4,055,929 △ 2,387,830 △ 1,668,099
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 59,378,207 81,024,576 △ 21,646,368

純資産変動計算書（会計別)
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



決算対象年度： 平成30年度

会計 ： 一般会計

（単位：千円）

金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 16,398,094
業務費用支出 9,248,467
人件費支出 3,940,467
物件費等支出 5,224,050
支払利息支出 83,950
その他の支出 -

移転費用支出 7,149,627
補助金等支出 2,171,524
社会保障給付支出 2,807,477
他会計への繰出支出 1,965,449
その他の支出 205,176

業務収入 17,945,152
税収等収入 14,412,865
国県等補助金収入 3,041,370
使用料及び手数料収入 254,821
その他の収入 236,096

臨時支出 27,739
災害復旧事業費支出 27,739
その他の支出 -

臨時収入 34,447
業務活動収支 1,553,766
【投資活動収支】
投資活動支出 2,080,005
公共施設等整備費支出 1,507,274
基金積立金支出 443,232
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 129,500
その他の支出 -

投資活動収入 1,189,457
国県等補助金収入 202,646
基金取崩収入 922,999
貸付金元金回収収入 36,519
資産売却収入 15,799
その他の収入 11,494

投資活動収支 △ 890,549
【財務活動収支】
財務活動支出 2,136,973
地方債償還支出 2,136,737
その他の支出 236

財務活動収入 1,790,800
地方債発行収入 1,790,800
その他の収入 -

財務活動収支 △ 346,173
本年度資金収支額 317,044
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 915,053
本年度末資金残高 1,232,097

前年度末歳計外現金残高 195,242
本年度歳計外現金増減額 4,225
本年度末歳計外現金残高 199,467
本年度末現金預金残高 1,431,564

資金収支計算書（会計別)
自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


