
決算対象年度： 平成29年度
会計 ： 一般会計

（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 79,552,011 固定負債 17,579,029
有形固定資産 73,834,589 地方債 14,148,008
事業用資産 27,388,823 長期未払金 640,585
土地 9,515,753 退職手当引当金 2,790,436
立木竹 427,057 損失補償等引当金 -
建物 36,251,560 その他 -
建物減価償却累計額 △ 21,476,226 流動負債 3,607,842
工作物 10,352,492 １年内償還予定地方債 2,136,737
工作物減価償却累計額 △ 8,379,270 未払金 1,039,149
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 -
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 236,481
航空機 - 預り金 195,242
航空機減価償却累計額 - その他 233
その他 - 21,186,871
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 697,456 固定資産等形成分 83,412,406

インフラ資産 46,197,906 余剰分（不足分） △ 19,978,269
土地 1,551,464
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 136,313,471
工作物減価償却累計額 △ 91,672,428
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 5,399

物品 1,724,058
物品減価償却累計額 △ 1,476,199

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 5,717,423
投資及び出資金 138,799
有価証券 12,212
出資金 126,587
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 596,887
長期貸付金 70,305
基金 4,937,692
減債基金 -
その他 4,937,692

その他 -
徴収不能引当金 △ 26,261

流動資産 5,068,996
現金預金 1,110,295
未収金 102,831
短期貸付金 7,019
基金 3,853,376
財政調整基金 3,504,377
減債基金 348,999

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 4,525 63,434,137

84,621,008 84,621,008

貸借対照表（会計別)
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



決算対象年度： 平成29年度

会計 ： 一般会計

（単位：千円）

金　　　額

経常費用 19,753,576
業務費用 12,850,398
人件費 4,035,176
職員給与費 3,362,334
賞与等引当金繰入額 236,481
退職手当引当金繰入額 285,823
その他 150,538

物件費等 8,623,444
物件費 4,250,430
維持補修費 722,122
減価償却費 3,614,512
その他 36,380

その他の業務費用 191,778
支払利息 106,047
徴収不能引当金繰入額 39,102
その他 46,629

移転費用 6,903,178
補助金等 2,142,188
社会保障給付 2,814,876
他会計への繰出金 1,850,565
その他 95,548

経常収益 585,387
使用料及び手数料 263,862
その他 321,525

純経常行政コスト △ 19,168,189
臨時損失 177,216
災害復旧事業費 3,197
資産除売却損 174,019
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 2,631
資産売却益 2,631
その他 -

純行政コスト △ 19,342,774

行政コスト計算書（会計別)
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



決算対象年度： 平成29年度

会計 ： 一般会計

（単位：千円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 65,236,311 85,545,770 △ 20,309,459
純行政コスト（△） △ 19,342,774 △ 19,342,774
財源 17,485,495 17,485,495
税収等 14,178,497 14,178,497
国県等補助金 3,306,997 3,306,997

本年度差額 △ 1,857,279 △ 1,857,279
固定資産の変動（内部変動） △ 2,173,660 2,173,660
有形固定資産等の増加 2,251,781 △ 2,251,781
有形固定資産等の減少 △ 3,788,543 3,788,543
貸付金・基金等の増加 144,652 △ 144,652
貸付金・基金等の減少 △ 781,550 781,550

資産評価差額 - -
無償所管換等 40,296 40,296
内部取引 - -
その他 14,809 14,809
本年度純資産変動額 △ 1,802,174 △ 2,133,364 331,190
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 63,434,137 83,412,406 △ 19,978,269

純資産変動計算書（会計別)
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目



決算対象年度： 平成29年度

会計 ： 一般会計

（単位：千円）

金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 16,085,553
業務費用支出 9,136,245
人件費支出 4,113,673
物件費等支出 4,916,538
支払利息支出 106,034
その他の支出 -

移転費用支出 6,949,309
補助金等支出 2,142,188
社会保障給付支出 2,814,876
他会計への繰出支出 1,850,565
その他の支出 141,679

業務収入 17,824,121
税収等収入 14,224,202
国県等補助金収入 3,014,219
使用料及び手数料収入 263,736
その他の収入 321,964

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 1,741,155
【投資活動収支】
投資活動支出 2,469,856
公共施設等整備費支出 2,155,205
基金積立金支出 285,152
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 29,500
その他の支出 -

投資活動収入 1,080,310
国県等補助金収入 286,994
基金取崩収入 739,347
貸付金元金回収収入 36,517
資産売却収入 17,452
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,389,547
【財務活動収支】
財務活動支出 2,128,803
地方債償還支出 2,127,859
その他の支出 944

財務活動収入 1,993,000
地方債発行収入 1,993,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 135,803
本年度資金収支額 215,805
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 699,248
本年度末資金残高 915,053

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 1,110,295

資金収支計算書（会計別)
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


