
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 26,657,660 固定負債 9,727,559

有形固定資産 24,742,370 地方債等 8,677,082
事業用資産 14,110,053 長期未払金 6,003

土地 1,545,446 退職手当引当金 803,938
立木竹 6,872,876 損失補償等引当金 8,000
建物 11,160,855 その他 232,537
建物減価償却累計額 △ 6,004,814 流動負債 975,435
工作物 856,145 1年内償還予定地方債等 825,061
工作物減価償却累計額 △ 320,456 未払金 88,172
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 62,202
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 10,702,994
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 28,241,503

インフラ資産 10,392,148 余剰分（不足分） △ 10,287,431
土地 798,348 他団体出資等分 -
建物 115,826
建物減価償却累計額 △ 98,641
工作物 34,609,480
工作物減価償却累計額 △ 25,086,945
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 54,080

物品 1,178,827
物品減価償却累計額 △ 938,658

無形固定資産 33,180
ソフトウェア 33,180
その他 0

投資その他の資産 1,882,110
投資及び出資金 54,652

有価証券 6,844
出資金 47,808
その他 -

長期延滞債権 95,071
長期貸付金 -
基金 1,609,771

減債基金 -
その他 1,609,771

その他 125,171
徴収不能引当金 △ 2,554

流動資産 1,999,405
現金預金 270,075
未収金 37,181
短期貸付金 -
基金 1,583,842

財政調整基金 689,323
減債基金 894,519

棚卸資産 -
その他 109,185
徴収不能引当金 △ 879

繰延資産 - 17,954,071
28,657,065 28,657,065

※ 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。

全体貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 7,075,570
業務費用 3,563,039

人件費 938,059
職員給与費 830,414
賞与等引当金繰入額 62,202
退職手当引当金繰入額 -
その他 45,443

物件費等 2,520,853
物件費 1,165,323
維持補修費 359,009
減価償却費 994,232
その他 2,289

その他の業務費用 104,127
支払利息 65,978
徴収不能引当金繰入額 3,433
その他 34,716

移転費用 3,512,531
補助金等 3,020,063
社会保障給付 491,162
他会計への繰出金 -
その他 1,306

経常収益 477,771
使用料及び手数料 256,518
その他 221,253

純経常行政コスト 6,597,800
臨時損失 91,441

災害復旧事業費 44,203
資産除売却損 45,382
損失補償等引当金繰入額 1,850
その他 5

臨時利益 20,227
資産売却益 19,749
その他 478

純行政コスト 6,669,013

※ 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２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 18,682,237 28,735,383 △ 10,053,147 -

純行政コスト（△） △ 6,669,013 △ 6,669,013 -

財源 5,938,700 5,938,700 -

税収等 4,565,264 4,565,264 -

国県等補助金 1,373,436 1,373,436 -

本年度差額 △ 730,314 △ 730,314 -

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 △ 47

無償所管換等 2,195

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 -

本年度純資産変動額 △ 728,165 △ 493,881 △ 234,284 -

本年度末純資産残高 17,954,071 28,241,503 △ 10,287,431 -

※ 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２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 6,091,336

業務費用支出 2,578,805
人件費支出 935,760
物件費等支出 1,551,708
支払利息支出 65,978
その他の支出 25,358

移転費用支出 3,512,531
補助金等支出 3,020,063
社会保障給付支出 491,162
他会計への繰出支出 -
その他の支出 1,306

業務収入 6,192,488
税収等収入 4,564,126
国県等補助金収入 1,161,170
使用料及び手数料収入 244,177
その他の収入 223,015

臨時支出 44,203
災害復旧事業費支出 44,203
その他の支出 -

臨時収入 18,062
業務活動収支 75,010
【投資活動収支】

投資活動支出 1,767,754
公共施設等整備費支出 1,267,154
基金積立金支出 500,600
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 1,127,489
国県等補助金収入 214,700
基金取崩収入 873,682
貸付金元金回収収入 -
資産売却収入 39,071
その他の収入 35

投資活動収支 △ 640,265
【財務活動収支】

財務活動支出 651,356
地方債等償還支出 645,069
その他の支出 6,287

財務活動収入 1,260,471
地方債等発行収入 1,260,471
その他の収入 -

財務活動収支 609,115
43,860

226,215
270,075

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 270,075

※ 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２９年４月１日　
至　平成３０年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


