
平成30年度決算財務書類（一般会計等）

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 192,631,515 固定負債 34,434,700 ※

有形固定資産 172,570,032 ※ 地方債 29,273,581
事業用資産 110,103,058 長期未払金 51,032

土地 72,550,804 退職手当引当金 5,078,000
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 94,699,762 その他 32,086
建物減価償却累計額 △ 59,092,998 流動負債 4,293,230 ※

工作物 8,596,080 1年内償還予定地方債 3,483,081
工作物減価償却累計額 △ 7,344,029 未払金 12,212
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 407,843
航空機 - 預り金 390,095
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 38,727,930
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 693,439 固定資産等形成分 197,762,606

インフラ資産 61,528,575 余剰分（不足分） △ 33,533,787
土地 23,418,397
建物 1,830,442
建物減価償却累計額 △ 516,874
工作物 110,275,219
工作物減価償却累計額 △ 73,694,160
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 215,551

物品 4,771,361
物品減価償却累計額 △ 3,832,961

無形固定資産 158,724
ソフトウェア 158,724
その他 -

投資その他の資産 19,902,759 ※

投資及び出資金 2,234,226
有価証券 112,199
出資金 2,122,027
その他 0

投資損失引当金 △ 7,500
長期延滞債権 266,624
長期貸付金 21,691
基金 17,402,348

減債基金 4,426,203
その他 12,976,145

その他 -
徴収不能引当金 △ 14,631

流動資産 10,325,234 ※

現金預金 5,005,326
未収金 197,996
短期貸付金 2,534
基金 5,128,557 ※

財政調整基金 4,688,380
減債基金 440,178

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 9,179 164,228,818 ※

202,956,748 ※ 202,956,748

※ 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

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 32,603,243 ※

業務費用 19,807,815 ※

人件費 6,478,854
職員給与費 4,902,840
賞与等引当金繰入額 407,843
退職手当引当金繰入額 572,077
その他 596,094

物件費等 12,849,240
物件費 8,381,035
維持補修費 14,966
減価償却費 4,439,205
その他 14,034

その他の業務費用 479,721 ※

支払利息 204,290
徴収不能引当金繰入額 16,211
その他 259,219

移転費用 12,795,428
補助金等 2,726,393
社会保障給付 6,246,087
他会計への繰出金 3,819,306
その他 3,642

経常収益 2,212,620
使用料及び手数料 1,233,598
その他 979,022

純経常行政コスト 30,390,623
臨時損失 -

災害復旧事業費 -
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 70,943
資産売却益 70,943
その他 -

純行政コスト 30,319,679 ※

※ 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 163,698,207 199,161,258 △ 35,463,051

純行政コスト（△） △ 30,319,679 △ 30,319,679

財源 30,469,257 30,469,257

税収等 24,258,706 24,258,706

国県等補助金 6,210,551 6,210,551

本年度差額 149,577 ※ 149,577 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,779,070 1,779,070

有形固定資産等の増加 4,446,872 △ 4,446,872

有形固定資産等の減少 △ 5,307,180 5,307,180

貸付金・基金等の増加 3,671,133 △ 3,671,133

貸付金・基金等の減少 △ 4,589,895 4,589,895

資産評価差額 2,776 2,776

無償所管換等 377,642 377,642

その他 616 - 616

本年度純資産変動額 530,612 ※ △ 1,398,652 1,929,263

本年度末純資産残高 164,228,818 ※ 197,762,606 △ 33,533,787

※ 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 27,964,380

業務費用支出 15,161,052
人件費支出 6,297,597
物件費等支出 8,419,687
支払利息支出 204,290
その他の支出 239,478

移転費用支出 12,803,328
補助金等支出 2,734,293
社会保障給付支出 6,246,087
他会計への繰出支出 3,819,306
その他の支出 3,642

業務収入 32,151,094 ※

税収等収入 24,252,598
国県等補助金収入 5,691,356
使用料及び手数料収入 1,227,670
その他の収入 979,471

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 0
業務活動収支 4,186,714
【投資活動収支】

投資活動支出 6,441,300
公共施設等整備費支出 3,984,210
基金積立金支出 2,391,210
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 65,880
その他の支出 -

投資活動収入 4,298,260
国県等補助金収入 519,194
基金取崩収入 3,268,799
貸付金元金回収収入 68,040
資産売却収入 442,227
その他の収入 -

投資活動収支 △ 2,143,039 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 3,232,912

地方債償還支出 3,226,884
その他の支出 6,028

財務活動収入 2,599,093
地方債発行収入 2,598,300
その他の収入 793

財務活動収支 △ 633,818 ※

1,409,857
3,205,374
4,615,231

前年度末歳計外現金残高 333,541
本年度歳計外現金増減額 56,554
本年度末歳計外現金残高 390,095
本年度末現金預金残高 5,005,326

※ 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


