
（単位：千円） （単位：千円）

金額 金額 金額

固定資産 38,149,677 固定負債 12,110,600 経常費用 3,831,691

有形固定資産 37,250,198 地方債 12,058,184 業務費用 2,394,605

無形固定資産 46,096 長期未払金 - 人件費 417,356

投資その他の資産 853,382 退職手当引当金 52,415 物件費 392,253

投資及び出資金 1,971,000 損失補償等引当金 - 維持補修費 40,861

投資損失引当金 △1,117,618 その他 - 減価償却費 1,370,084

長期延滞債権 - 流動負債 1,763,370 その他物件費 -

長期貸付金 - 1年内償還予定地方債 1,721,986 その他の業務費用 174,052

基金 - 未払金 - 移転費用 1,437,086

その他 - 未払費用 5,893 補助金等 878,825

徴収不能引当金 - 前受金 - 社会保障給付 -

流動資産 140,382 前受収益 - 他会計への繰出金 558,261

現金預金 140,382 賞与等引当金 29,818 その他 -

未収金 - 預り金 5,673 経常収益 1,088,782

短期貸付金 - その他 - 使用料及び手数料 1,062,794

基金 - 13,873,970 その他 25,988

棚卸資産 - 固定資産等形成分 38,149,677 純経常行政コスト 2,742,909

その他 - 余剰分（不足分） △13,733,588 臨時損失 239,687

徴収不能引当金 - 24,416,089 臨時利益 23,483

38,290,059 38,290,059 純行政コスト 2,959,113

（単位：千円） (単位：千円）

科目 金額

業務支出 2,458,533 固定資産 余剰分

業務収入 3,238,323 等形成分 （不足分）

臨時支出 219,986 前年度末純資産残高 24,875,654 39,056,080 △14,180,426

臨時収入 102,873 純行政コスト（△） △2,959,113 △2,959,113

業務活動収支 662,677 財源

投資活動支出 483,823 税収等 2,146,622 2,146,622

投資活動収入 247,135 国県等補助金 352,927 352,927

投資活動収支 △236,689 本年度差額 △459,565 △459,565

財務活動支出 1,538,641 固定資産等の変動（内部変動） △906,403 906,403

財務活動収入 1,036,500 有形固定資産等の増加 559,491 △559,491

財務活動収支 △502,141 有形固定資産等の減少 △1,446,194 1,446,194

本年度資金収支額 △76,152 貸付金・基金等の増加 - -

前年度末資金残高 210,862 貸付金・基金等の減少 △19,701 19,701

本年度末資金残高 134,709 資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

前年度末歳計外現金残高 3,576 その他 - - -

本年度歳計外現金増減額 2,097 本年度純資産変動額 △459,565 △906,403 446,839

本年度末歳計外現金残高 5,673 24,416,089

本年度末現金預金残高 140,382

※上記の数値は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

合計

一般会計等行政コスト計算書

一般会計等純資産変動計算書

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

一般会計等貸借対照表

一般会計等資金収支計算書

（平成31年3月31日現在）

科目 科目

平成30年度　一般会計等財務書類の概要

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

科目

本年度末純資産残高 38,149,677 △13,733,588

科目

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）



（単位：千円） （単位：千円）

金額 金額 金額

固定資産 59,195,172 固定負債 26,317,631 経常費用 4,991,547

有形固定資産 58,294,853 地方債 26,265,216 業務費用 4,092,498

無形固定資産 46,938 長期未払金 - 人件費 443,672

投資その他の資産 853,382 退職手当引当金 52,415 物件費 693,617

投資及び出資金 1,971,000 損失補償等引当金 - 維持補修費 295,338

投資損失引当金 △1,117,618 その他 - 減価償却費 2,371,240

長期延滞債権 - 流動負債 2,570,992 その他物件費 24

長期貸付金 - 1年内償還予定地方債 2,526,643 その他の業務費用 288,608

基金 - 未払金 - 移転費用 899,049

その他 - 未払費用 7,256 補助金等 878,834

徴収不能引当金 - 前受金 - 社会保障給付 -

流動資産 140,664 前受収益 - 他会計への繰出金 -

現金預金 140,664 賞与等引当金 31,420 その他 20,215

未収金 - 預り金 5,673 経常収益 2,359,536

短期貸付金 - その他 - 使用料及び手数料 2,331,233

基金 - 28,888,623 その他 28,303

棚卸資産 - 固定資産等形成分 59,195,172 純経常行政コスト 2,632,011

その他 - 余剰分（不足分） △28,747,959 臨時損失 1,060,784

徴収不能引当金 - 30,447,213 臨時利益 48,828

59,335,837 59,335,837 純行政コスト 3,643,967

（単位：千円） （単位：千円）

金額

業務支出 2,617,920 固定資産 余剰分

業務収入 4,255,350 等形成分 （不足分）

臨時支出 1,041,083 前年度末純資産残高 31,845,358 59,917,998 △28,072,641

臨時収入 128,218 純行政コスト（△） △3,643,967 △3,643,967

業務活動収支 724,565 財源

投資活動支出 1,668,557 税収等 1,892,896 1,892,896

投資活動収入 247,135 国県等補助金 352,927 352,927

投資活動収支 △1,421,422 本年度差額 △1,398,144 △1,398,144

財務活動支出 2,534,213 固定資産等の変動（内部変動） △722,826 722,826

財務活動収入 3,155,200 有形固定資産等の増加 1,980,620 △1,980,620

財務活動収支 620,987 有形固定資産等の減少 △2,683,745 2,683,745

△75,870 貸付金・基金等の増加 - -

210,862 貸付金・基金等の減少 △19,701 19,701

134,991 資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

前年度末歳計外現金残高 3,576 その他 - - -

本年度歳計外現金増減額 2,097 本年度純資産変動額 △1,398,144 △722,826 △675,319

本年度末歳計外現金残高 5,673

本年度末現金預金残高 140,664

※上記の数値は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

全体貸借対照表 一般会計等行政コスト計算書
（平成31年3月31日現在）

科目

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（参考）平成30年度　全体財務書類の概要

科目

合計

科目

純資産合計

負債合計

（平成30年4月1日～平成31年3月31日） （平成30年4月1日～平成31年3月31日）

科目

科目

資産合計 負債及び純資産合計

全体資金収支計算書 全体純資産変動計算書

本年度資金収支額

前年度末資金残高

△28,747,959本年度末純資産残高 30,447,213 59,195,172

本年度末資金残高



（単位：千円） （単位：千円）

金額 金額 金額

固定資産 59,137,557 固定負債 26,317,631 経常費用 5,026,563

有形固定資産 58,294,853 地方債等 26,265,216 業務費用 4,101,457

無形固定資産 46,938 長期未払金 - 人件費 449,620

投資その他の資産 795,766 退職手当引当金 52,415 物件費 696,628

投資及び出資金 3,000 損失補償等引当金 - 維持補修費 295,338

長期延滞債権 - その他 - 減価償却費 2,371,240

長期貸付金 - 流動負債 2,571,351 その他の物件費 24

基金 792,766 1年内償還予定地方債等 2,526,643 その他の業務費用 288,608

その他 - 未払金 188 移転費用 925,106

徴収不能引当金 - 未払費用 7,256 補助金等 902,647

流動資産 316,522 前受金 - 社会保障給付 -

現金預金 316,522 賞与等引当金 31,420 その他 22,458

未収金 - 預り金 5,844 経常収益 2,374,231

短期貸付金 - 28,888,982 使用料及び手数料 2,331,233

基金 - 固定資産等形成分 59,137,557 その他 42,999

棚卸資産 - 余剰分（不足分） △28,572,579 純経常行政コスト 2,652,332

その他 - 他団体出資等分 119 臨時損失 1,041,083

徴収不能引当金 - 30,565,097 臨時利益 48,828

59,454,078 59,454,078 純行政コスト 3,644,587

※上記の数値は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

※連結財務書類については、資金収支計算書の作成を省略することが可能であることから、その作成を省略しております。

連結行政コスト計算書
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（参考）平成30年度　連結財務書類の概要

資産合計 負債及び純資産合計

科目

純資産合計

負債合計

連結貸借対照表
（平成31年3月31日現在）

科目 科目

(単位：千円）

固定資産 余剰分 他団体出資等分

等形成分 （不足分） 出資等分

前年度末純資産残高 59,840,642 △27,876,915 134

純行政コスト（△） △3,644,587 △16

財源 2,245,822 -

税収等 1,892,896 -

国県等補助金 352,927 -

本年度差額 - △1,398,765 △16

本年度純資産変動額 △703,086 △695,664 △16

本年度末純資産残高 59,137,557 △28,572,579 119

合計科目

連結純資産変動計算書

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

31,963,861

△3,644,587

2,245,822

1,892,896

352,927

△1,398,765

△1,398,765

30,565,097


