
*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 517,524 固定負債 271,881 ※

有形固定資産 486,892 ※ 地方債等 198,254
事業用資産 212,001 ※ 長期未払金 -

土地 115,311 退職手当引当金 12,627
立木竹 - 損失補償等引当金 3
建物 210,016 その他 60,998
建物減価償却累計額 △ 115,288 流動負債 24,667 ※

工作物 3,854 1年内償還予定地方債等 17,337
工作物減価償却累計額 △ 1,963 未払金 4,658
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 31
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 1,840
航空機 - 預り金 552
航空機減価償却累計額 - その他 248
その他 1 296,548
その他減価償却累計額 △ 1 【純資産の部】
建設仮勘定 70 固定資産等形成分 523,394

インフラ資産 268,978 余剰分（不足分） △ 276,356
土地 33,791
建物 2,766
建物減価償却累計額 △ 506
工作物 346,448
工作物減価償却累計額 △ 116,141
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 2,620

物品 14,818
物品減価償却累計額 △ 8,905

無形固定資産 20,163 ※

ソフトウェア 397
その他 19,767

投資その他の資産 10,469
投資及び出資金 1,306

有価証券 35
出資金 1,271
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 3,198
長期貸付金 1,834
基金 4,260

減債基金 -
その他 4,260

その他 248
徴収不能引当金 △ 377

流動資産 26,062
現金預金 14,608
未収金 5,196
短期貸付金 29
基金 5,840

財政調整基金 5,840
減債基金 -

棚卸資産 147
その他 316
徴収不能引当金 △ 74

繰延資産 - 247,038
543,586 543,586

※ 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

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



*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 167,102 ※

業務費用 66,695 ※

人件費 25,139
職員給与費 19,706
賞与等引当金繰入額 1,680
退職手当引当金繰入額 881
その他 2,872

物件費等 36,502 ※

物件費 20,286
維持補修費 1,512
減価償却費 14,705
その他 -

その他の業務費用 5,054
支払利息 2,757
徴収不能引当金繰入額 319
その他 1,978

移転費用 100,407 ※

補助金等 71,867
社会保障給付 28,531
他会計への繰出金 -
その他 10

経常収益 25,400
使用料及び手数料 23,250
その他 2,150

純経常行政コスト 141,703 ※

臨時損失 503 ※

災害復旧事業費 -
資産除売却損 446
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 2
その他 56

臨時利益 160
資産売却益 54
その他 106

純行政コスト 142,046

※ 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



*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 245,230 523,390 △ 278,160

純行政コスト（△） △ 142,046 △ 142,046

財源 141,274 ※ 141,274 ※

税収等 79,371 79,371

国県等補助金 61,904 61,904

本年度差額 △ 771 ※ △ 771 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,131 2,131

有形固定資産等の増加 15,369 △ 15,369

有形固定資産等の減少 △ 19,076 19,076

貸付金・基金等の増加 3,205 △ 3,205

貸付金・基金等の減少 △ 1,629 1,629

資産評価差額 - -

無償所管換等 1,879 1,879

その他 700 ※ 255 444

本年度純資産変動額 1,808 ※ 3 1,805 ※

本年度末純資産残高 247,038 523,394 △ 276,356

※ 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）



*出力条件
*会計年度 ： H30
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 152,376 ※

業務費用支出 51,969
人件費支出 24,727
物件費等支出 22,003
支払利息支出 2,757
その他の支出 2,482

移転費用支出 100,407 ※

補助金等支出 71,867
社会保障給付支出 28,531
他会計への繰出支出 -
その他の支出 10

業務収入 162,866
税収等収入 79,419
国県等補助金収入 59,648
使用料及び手数料収入 23,200
その他の収入 599

臨時支出 55
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 55

臨時収入 105
業務活動収支 10,539 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 13,181

公共施設等整備費支出 11,743
基金積立金支出 978
投資及び出資金支出 18
貸付金支出 442
その他の支出 -

投資活動収入 2,915
国県等補助金収入 1,411
基金取崩収入 248
貸付金元金回収収入 271
資産売却収入 269
その他の収入 716

投資活動収支 △ 10,266
【財務活動収支】

財務活動支出 17,419
地方債償還支出 17,183
その他の支出 236

財務活動収入 17,086
地方債発行収入 17,086
その他の収入 0

財務活動収支 △ 333
△ 60

14,069
14,009

前年度末歳計外現金残高 619
本年度歳計外現金増減額 △ 20
本年度末歳計外現金残高 599
本年度末現金預金残高 14,608

※ 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


