
平成30年度決算財務書類（全体）

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 214,123,428 固定負債 39,557,458 ※

有形固定資産 193,613,393 ※ 地方債等 34,048,526
事業用資産 116,034,176 ※ 長期未払金 51,032

土地 74,381,305 退職手当引当金 5,235,169
土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 -
立木竹 - その他 222,730
立木竹減損損失累計額 - 流動負債 5,089,076
建物 99,723,588 1年内償還予定地方債等 3,715,900
建物減価償却累計額 △ 60,017,321 未払金 458,864
建物減損損失累計額 - 未払費用 -
工作物 8,598,305 前受金 47,879
工作物減価償却累計額 △ 7,345,139 前受収益 -
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 436,114
船舶 - 預り金 390,095
船舶減価償却累計額 - その他 40,224
船舶減損損失累計額 - 44,646,534
浮標等 - 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 - 固定資産等形成分 219,392,045
浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 36,256,483
航空機 -
航空機減価償却累計額 -
航空機減損損失累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 693,439

インフラ資産 75,280,577 ※

土地 23,813,389
土地減損損失累計額 -
建物 2,055,725
建物減価償却累計額 △ 599,784
建物減損損失累計額 -
工作物 133,429,866
工作物減価償却累計額 △ 83,726,103
工作物減損損失累計額 -
その他 -
その他減価償却累計額 -
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 307,483

物品 8,808,915
物品減価償却累計額 △ 6,510,276
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 166,196
ソフトウェア 159,885
その他 6,311

投資その他の資産 20,343,839
投資及び出資金 739,602

有価証券 112,199
出資金 627,403
その他 -

投資損失引当金 △ 7,500
長期延滞債権 372,588
長期貸付金 21,691
基金 19,102,543 ※

減債基金 4,426,203
その他 14,676,341

その他 153,987
徴収不能引当金 △ 39,072

流動資産 13,658,669 ※

現金預金 7,672,351
未収金 733,828
短期貸付金 2,534
基金 5,266,084

財政調整基金 4,825,906
減債基金 440,178

棚卸資産 4,402
その他 -
徴収不能引当金 △ 20,529

繰延資産 - 183,135,563

227,782,097 227,782,097

※ 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。

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

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 53,635,639 ※

業務費用 23,453,076
人件費 6,838,264

職員給与費 5,184,821
賞与等引当金繰入額 432,158
退職手当引当金繰入額 574,302
その他 646,983

物件費等 15,536,049
物件費 10,178,503
維持補修費 67,727
減価償却費 5,275,785
その他 14,034

その他の業務費用 1,078,763 ※

支払利息 271,312
徴収不能引当金繰入額 45,341
その他 762,111

移転費用 30,182,562 ※

補助金等 22,820,320
社会保障給付 6,246,087
他会計への繰出金 1,110,324
その他 5,832

経常収益 4,338,448 ※

使用料及び手数料 3,163,958
その他 1,174,491

純経常行政コスト 49,297,191
臨時損失 3,237

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 3,237

臨時利益 75,975
資産売却益 75,974
その他 1

純行政コスト 49,224,453

※ 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。

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

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 182,010,171 220,092,356 △ 38,082,185

純行政コスト（△） △ 49,224,453 △ 49,224,453

財源 49,399,973 ※ 49,399,973 ※

税収等 40,010,130 40,010,130

国県等補助金 9,389,844 9,389,844

本年度差額 175,520 175,520

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,652,170 1,652,170

有形固定資産等の増加 5,213,061 △ 5,213,061

有形固定資産等の減少 △ 6,173,140 6,173,140

貸付金・基金等の増加 4,073,660 △ 4,073,660

貸付金・基金等の減少 △ 4,765,751 4,765,751

資産評価差額 2,776 2,776

無償所管換等 350,948 350,948

その他 596,147 598,136 △ 1,989

本年度純資産変動額 1,125,392 ※ △ 700,310 1,825,702 ※

本年度末純資産残高 183,135,563 219,392,045 ※ △ 36,256,483

※ 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。

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

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 48,083,495

業務費用支出 17,893,033 ※

人件費支出 6,678,318
物件費等支出 10,277,191
支払利息支出 271,312
その他の支出 666,213

移転費用支出 30,190,462 ※

補助金等支出 22,828,220
社会保障給付支出 6,246,087
他会計への繰出支出 1,110,324
その他の支出 5,832

業務収入 53,569,080 ※

税収等収入 39,822,598
国県等補助金収入 8,828,080
使用料及び手数料収入 3,154,292
その他の収入 1,764,111

臨時支出 2,835
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 2,835

臨時収入 1
業務活動収支 5,482,751
【投資活動収支】

投資活動支出 7,446,000
公共施設等整備費支出 4,693,927
基金積立金支出 2,677,314
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 65,880
その他の支出 8,879

投資活動収入 4,496,132 ※

国県等補助金収入 550,006
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 442,251
その他の収入 167,035

投資活動収支 △ 2,949,869 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 3,481,036

地方債償還支出 3,475,008
その他の支出 6,028

財務活動収入 2,877,893
地方債発行収入 2,877,100
その他の収入 793

財務活動収支 △ 603,142 ※

1,929,740
5,352,515
7,282,256 ※

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 7,672,351

※ 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

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

科目 金額

本年度資金収支額


