
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 178,200,147 固定負債 39,399,409

有形固定資産 167,075,493 地方債 33,118,887
事業用資産 58,848,743 長期未払金 -

土地 26,316,425 退職手当引当金 6,238,421
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 74,170,796 その他 42,101
建物減価償却累計額 △ 43,096,824 流動負債 3,887,009
工作物 4,982,416 1年内償還予定地方債 3,238,939
工作物減価償却累計額 △ 3,660,814 未払金 -
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 124,849
航空機 - 預り金 202,295
航空機減価償却累計額 - その他 320,926
その他 - 43,286,419
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 136,745 固定資産等形成分 181,195,431

インフラ資産 107,533,933 余剰分（不足分） △ 42,601,171
土地 8,605,442
建物 1,384,644
建物減価償却累計額 △ 875,756
工作物 203,282,976
工作物減価償却累計額 △ 105,011,500
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 148,127

物品 3,175,108
物品減価償却累計額 △ 2,482,291

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 11,124,654
投資及び出資金 1,091,117

有価証券 480,366
出資金 143,251
その他 467,500

投資損失引当金 -
長期延滞債権 559,735
長期貸付金 1,795,348
基金 7,729,211

減債基金 -
その他 7,149,224

その他 -
徴収不能引当金 △ 50,758

流動資産 3,680,532
現金預金 547,321
未収金 140,658
短期貸付金 126,386
基金 2,868,897

財政調整基金 2,868,897
減債基金 579,987

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 2,731 138,594,260

181,880,679 181,880,679

※ 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。

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 35,232,649
業務費用 21,478,278

人件費 6,939,224
職員給与費 5,498,920
賞与等引当金繰入額 124,849
退職手当引当金繰入額 478,256
その他 837,199

物件費等 14,079,034
物件費 6,723,076
維持補修費 819,192
減価償却費 6,536,767
その他 -

その他の業務費用 460,020
支払利息 277,646
徴収不能引当金繰入額 52,243
その他 130,131

移転費用 13,754,371
補助金等 3,797,912
社会保障給付 6,108,730
他会計への繰出金 3,842,469
その他 5,261

経常収益 1,081,101
使用料及び手数料 611,265
その他 469,836

純経常行政コスト △ 34,151,548
臨時損失 309,990

災害復旧事業費 11,339
資産除売却損 298,650
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 54,732
資産売却益 7,081
その他 47,651

純行政コスト △ 34,406,806

※ 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。

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 144,325,359 187,025,883 △ 42,700,525

純行政コスト（△） △ 34,406,806 △ 34,406,806

財源 28,656,419 28,656,419

税収等 20,375,822 20,375,822

国県等補助金 8,280,597 8,280,597

本年度差額 △ 5,750,386 △ 5,750,386

固定資産等の変動（内部変動） △ 5,849,740 5,849,740

有形固定資産等の増加 4,456,928 △ 4,456,928

有形固定資産等の減少 △ 9,210,280 9,210,280

貸付金・基金等の増加 832,783 △ 832,783

貸付金・基金等の減少 △ 1,929,171 1,929,171

資産評価差額 △ 1,058 △ 1,058

無償所管換等 20,345 20,345

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 5,731,099 △ 5,830,453 99,354

本年度末純資産残高 138,594,260 181,195,431 △ 42,601,171

※ 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。

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）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 28,957,806

業務費用支出 15,203,435
人件費支出 7,036,228
物件費等支出 7,788,268
支払利息支出 277,646
その他の支出 101,293

移転費用支出 13,754,371
補助金等支出 3,797,912
社会保障給付支出 6,108,730
他会計への繰出支出 3,842,469
その他の支出 5,261

業務収入 28,593,112
税収等収入 20,332,978
国県等補助金収入 7,170,583
使用料及び手数料収入 611,265
その他の収入 478,286

臨時支出 11,339
災害復旧事業費支出 11,339
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 △ 376,033
【投資活動収支】

投資活動支出 2,927,442
公共施設等整備費支出 2,094,659
基金積立金支出 107,626
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 725,157
その他の支出 -

投資活動収入 3,058,860
国県等補助金収入 1,110,014
基金取崩収入 1,120,281
貸付金元金回収収入 808,890
資産売却収入 19,675
その他の収入 -

投資活動収支 131,418
【財務活動収支】

財務活動支出 3,269,562
地方債償還支出 3,162,562
その他の支出 107,000

財務活動収入 3,588,519
地方債発行収入 3,326,092
その他の収入 262,427

財務活動収支 318,957
74,343

270,684
345,026

前年度末歳計外現金残高 81,332
本年度歳計外現金増減額 120,963
本年度末歳計外現金残高 202,295
本年度末現金預金残高 547,321

※ 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

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


