
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 114,967,002 固定負債 42,340,390
有形固定資産 107,537,291 地方債等 26,751,247
事業用資産 29,609,507 長期未払金 641,386
土地 9,867,602 退職手当引当金 2,979,068
立木竹 427,057 損失補償等引当金 -
建物 39,761,384 その他 11,968,689
建物減価償却累計額 △ 23,334,075 流動負債 5,280,062
工作物 10,683,022 １年内償還予定地方債等 2,938,300
工作物減価償却累計額 △ 8,573,662 未払金 1,723,531
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 985
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 324,585
航空機 - 預り金 242,066
航空機減価償却累計額 - その他 50,594
その他 - 47,620,452
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 119,025,335

インフラ資産 76,477,169 余剰分（不足分） △ 43,830,674
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 6,399,537

物品減価償却累計額 △ 4,948,922

無形固定資産 1,487,662

ソフトウェア 8,618

その他 1,479,044

投資その他の資産 5,942,048

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 833,027

長期貸付金 28,500

基金 4,978,120

減債基金 -

その他 4,978,120

その他 14,060

徴収不能引当金 △ 51,496

流動資産 7,848,111

現金預金 3,159,361

未収金 708,952

短期貸付金 -

基金 3,981,009

財政調整基金 3,504,377

減債基金 476,632

棚卸資産 16,648

その他 681

徴収不能引当金 △ 18,540

繰延資産 - 75,194,662

122,815,113 122,815,113

全体貸借対照表
（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 28,287,626
業務費用 17,496,317
人件費 5,188,648
職員給与費 4,360,876
賞与等引当金繰入額 306,443
退職手当引当金繰入額 365,539
その他 155,790

物件費等 11,653,585
物件費 5,762,285
維持補修費 848,354
減価償却費 5,006,330
その他 36,617

その他の業務費用 654,084
支払利息 369,870
徴収不能引当金繰入額 120,888
その他 163,326

移転費用 10,791,309
補助金等 7,871,664
社会保障給付 2,814,876
その他 104,769

経常収益 4,111,829
使用料及び手数料 3,612,749
その他 499,080

純経常行政コスト △ 24,175,797
臨時損失 179,231
災害復旧事業費 3,197
資産除売却損 174,019
損失補償等引当金繰入額 -
その他 2,015

臨時利益 2,906
資産売却益 2,631
その他 275

純行政コスト △ 24,352,122

全体行政コスト計算書
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 80,111,903 124,127,793 △ 44,015,890 -
純行政コスト（△） △ 24,352,122 △ 24,352,122 -
財源 22,276,175 22,276,175 -
税収等 18,961,824 18,961,824 -
国県等補助金 3,314,351 3,314,351 -

本年度差額 △ 2,075,947 △ 2,075,947 -
固定資産の変動（内部変動） △ 2,246,354 2,246,354
有形固定資産等の増加 3,690,664 △ 3,690,664
有形固定資産等の減少 △ 5,221,603 5,221,603
貸付金・基金等の増加 168,362 △ 168,362
貸付金・基金等の減少 △ 883,777 883,777

資産評価差額 △ 2,896,400 △ 2,896,400
無償所管換等 40,296 40,296
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 △ 4,917,241 △ 5,102,458 185,217 -
本年度末純資産残高 75,194,662 119,025,335 △ 43,830,674 -

全体純資産変動計算書
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 23,054,742
業務費用支出 12,180,059
人件費支出 5,248,504
物件費等支出 6,509,846
支払利息支出 358,885
その他の支出 62,825

移転費用支出 10,874,683
補助金等支出 7,871,664
社会保障給付支出 2,814,876
その他の支出 188,143

業務収入 26,050,183
税収等収入 19,066,720
国県等補助金収入 3,304,523
使用料及び手数料収入 3,647,332
その他の収入 31,608

臨時支出 3,197
災害復旧事業費支出 3,197
その他の支出 -

臨時収入 5,784
業務活動収支 2,998,028
【投資活動収支】
投資活動支出 3,994,372
公共施設等整備費支出 3,656,334
基金積立金支出 302,718
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 29,500
その他の支出 5,820

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 △ 2,518,858
【財務活動収支】
財務活動支出 2,908,624
地方債等償還支出 2,857,525
その他の支出 51,099

財務活動収入 2,626,545
地方債等発行収入 2,582,100
その他の収入 44,445

財務活動収支 △ 282,079
本年度資金収支額 197,092
前年度末資金残高 2,767,028
本年度末資金残高 2,964,119

前年度末歳計外現金残高 196,146
本年度歳計外現金増減額 △ 904
本年度末歳計外現金残高 195,242
本年度末現金預金残高 3,159,361

全体資金収支計算書
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


