
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 116,020,413 固定負債 42,532,517
有形固定資産 107,863,119 地方債等 26,803,501
事業用資産 29,860,779 長期未払金 644,594
土地 9,884,219 退職手当引当金 3,104,295
立木竹 427,057 損失補償等引当金 -
建物 40,676,148 その他 11,980,126
建物減価償却累計額 △ 24,021,796 流動負債 5,331,985
工作物 10,704,606 １年内償還予定地方債等 2,947,755
工作物減価償却累計額 △ 8,590,910 未払金 1,750,637
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 3,507
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 331,462
航空機 - 預り金 247,269
航空機減価償却累計額 - その他 51,354
その他 3,277 47,864,501
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 778,178 固定資産等形成分 120,311,089

インフラ資産 76,477,169 余剰分（不足分） △ 43,229,664
土地 2,207,616 他団体出資等分 -

建物 2,278,394

建物減価償却累計額 △ 713,451

工作物 174,817,500

工作物減価償却累計額 △ 102,179,257

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 66,366

物品 6,556,333

物品減価償却累計額 △ 5,031,162

無形固定資産 1,488,516

ソフトウェア 8,804

その他 1,479,711

投資その他の資産 6,668,779

投資及び出資金 139,839

有価証券 12,212

出資金 127,627

その他 -

長期延滞債権 848,738

長期貸付金 28,762

基金 5,576,892

減債基金 -

その他 5,576,892

その他 129,323

徴収不能引当金 △ 54,776

流動資産 8,925,513

現金預金 3,763,868

未収金 744,629

短期貸付金 -

基金 3,981,436

財政調整基金 3,504,804

減債基金 476,632

棚卸資産 456,079

その他 942

徴収不能引当金 △ 21,441

繰延資産 - 77,081,425

124,945,926 124,945,926

連結貸借対照表
（平成３０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



（単位：千円）

金　　　額

経常費用 37,875,769
業務費用 18,184,637
人件費 5,463,093
職員給与費 4,608,162
賞与等引当金繰入額 306,892
退職手当引当金繰入額 369,357
その他 178,683

物件費等 11,921,290
物件費 5,973,286
維持補修費 864,167
減価償却費 5,037,769
その他 46,068

その他の業務費用 800,254
支払利息 370,489
徴収不能引当金繰入額 127,068
その他 302,697

移転費用 19,691,132
補助金等 12,985,630
社会保障給付 6,598,518
その他 104,778

経常収益 4,518,453
使用料及び手数料 3,622,303
その他 896,150

純経常行政コスト △ 33,357,316
臨時損失 183,947
災害復旧事業費 3,197
資産除売却損 174,058
損失補償等引当金繰入額 -
その他 6,693

臨時利益 2,908
資産売却益 2,631
その他 277

純行政コスト △ 33,538,356

連結行政コスト計算書
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：千円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 81,883,813 125,294,206 △ 43,410,394 -
純行政コスト（△） △ 33,538,356 △ 33,538,356 -
財源 31,574,384 31,574,384 -
税収等 22,620,731 22,620,731 -
国県等補助金 8,953,653 8,953,653 -

本年度差額 △ 1,963,972 △ 1,963,972 -
固定資産の変動（内部変動） △ 2,129,892 2,129,892
有形固定資産等の増加 3,700,300 △ 3,700,300
有形固定資産等の減少 △ 5,248,496 5,248,496
貸付金・基金等の増加 309,093 △ 309,093
貸付金・基金等の減少 △ 890,788 890,788

資産評価差額 △ 2,896,400 △ 2,896,400
無償所管換等 43,174 43,174
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
その他 14,809 14,809
本年度純資産変動額 △ 4,802,388 △ 4,983,117 180,729 -
本年度末純資産残高 77,081,425 120,311,089 △ 43,229,664 -

連結純資産変動計算書
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



（単位：千円）

金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 32,346,626
業務費用支出 12,528,835
人件費支出 5,475,535
物件費等支出 6,552,060
支払利息支出 359,504
その他の支出 141,736

移転費用支出 19,817,790
補助金等支出 12,979,562
社会保障給付支出 6,598,518
その他の支出 237,888

業務収入 35,474,801
税収等収入 22,708,431
国県等補助金収入 9,005,197
使用料及び手数料収入 3,648,700
その他の収入 112,473

臨時支出 16,035
災害復旧事業費支出 3,197
その他の支出 12,838

臨時収入 5,784
業務活動収支 3,117,925
【投資活動収支】
投資活動支出 4,152,273
公共施設等整備費支出 3,656,702
基金積立金支出 460,188
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 29,500
その他の支出 5,883

投資活動収入 1,475,514
国県等補助金収入 556,019
基金取崩収入 758,475
貸付金元金回収収入 29,500
資産売却収入 17,452
その他の収入 114,068

投資活動収支 △ 2,676,760
【財務活動収支】
財務活動支出 3,091,844
地方債等償還支出 2,868,295
その他の支出 223,548

財務活動収入 2,799,209
地方債等発行収入 2,586,242
その他の収入 212,966

財務活動収支 △ 292,635
本年度資金収支額 148,531
前年度末資金残高 3,416,466
本年度末資金残高 3,564,997

前年度末歳計外現金残高 196,194
本年度歳計外現金増減額 2,677
本年度末歳計外現金残高 198,871
本年度末現金預金残高 3,763,868

連結資金収支計算書
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


