
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 33,236,428 固定負債 14,864,299

有形固定資産 30,941,779 地方債 12,560,475
事業用資産 16,825,268 長期未払金 0

土地 3,544,857 退職手当引当金 2,303,824
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 24,688,220 その他 -
建物減価償却累計額 △ 13,058,505 流動負債 1,539,824 ※

工作物 1,553,232 1年内償還予定地方債 1,370,244
工作物減価償却累計額 △ 787,005 未払金 2,900
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 150,561
航空機 - 預り金 16,120
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 16,404,124 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 884,469 固定資産等形成分 34,469,364

インフラ資産 12,789,797 余剰分（不足分） △ 15,731,349
土地 1,278,753
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 24,400,587
工作物減価償却累計額 △ 13,118,901
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 229,358

物品 2,272,581
物品減価償却累計額 △ 945,867

無形固定資産 0
ソフトウェア 0
その他 -

投資その他の資産 2,294,650 ※

投資及び出資金 508,483
有価証券 -
出資金 168,983
その他 339,500

投資損失引当金 △ 4,984
長期延滞債権 177,283
長期貸付金 573,451
基金 1,051,850

減債基金 0
その他 1,051,850

その他 -
徴収不能引当金 △ 11,434

流動資産 1,905,710
現金預金 612,427
未収金 18,282
短期貸付金 52,416
基金 1,180,519 ※

財政調整基金 1,059,651
減債基金 120,869

棚卸資産 43,228
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,163 18,738,015

35,142,138 35,142,138 ※

※ 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 10,711,688 ※

業務費用 6,020,413 ※

人件費 2,156,631
職員給与費 1,782,115
賞与等引当金繰入額 150,561
退職手当引当金繰入額 -
その他 223,955

物件費等 3,711,786 ※

物件費 2,407,202
維持補修費 189,288
減価償却費 1,115,295
その他 -

その他の業務費用 151,996 ※

支払利息 110,185
徴収不能引当金繰入額 12,596
その他 29,214

移転費用 4,691,275
補助金等 2,073,301
社会保障給付 1,235,730
他会計への繰出金 813,007
その他 569,237

経常収益 546,636
使用料及び手数料 118,359
その他 428,277

純経常行政コスト 10,165,052
臨時損失 4,984

災害復旧事業費 -
資産除売却損 0
投資損失引当金繰入額 4,984
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 16,897
資産売却益 16,897
その他 -

純行政コスト 10,153,139

※ 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 18,521,442 34,061,013 △ 15,539,571

純行政コスト（△） △ 10,153,139 △ 10,153,139

財源 10,366,436 ※ 10,366,436 ※

税収等 8,238,981 8,238,981

国県等補助金 2,127,456 2,127,456

本年度差額 213,297 213,297

固定資産等の変動（内部変動） 405,076 △ 405,076

有形固定資産等の増加 1,323,445 △ 1,323,445

有形固定資産等の減少 △ 1,115,295 1,115,295

貸付金・基金等の増加 1,359,630 △ 1,359,630

貸付金・基金等の減少 △ 1,162,704 1,162,704

資産評価差額 3,275 3,275

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 216,572 408,351 △ 191,778 ※

本年度末純資産残高 18,738,015 34,469,364 △ 15,731,349

※ 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 9,582,348 ※

業務費用支出 4,888,142
人件費支出 2,153,868
物件費等支出 2,596,491
支払利息支出 110,185
その他の支出 27,598

移転費用支出 4,694,205
補助金等支出 2,076,231
社会保障給付支出 1,235,730
他会計への繰出支出 813,007
その他の支出 569,237

業務収入 10,432,781
税収等収入 8,246,932
国県等補助金収入 1,667,274
使用料及び手数料収入 118,359
その他の収入 400,216

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 850,433
【投資活動収支】

投資活動支出 2,640,347
公共施設等整備費支出 1,323,445
基金積立金支出 1,056,202
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 260,700
その他の支出 -

投資活動収入 1,574,329
国県等補助金収入 460,181
基金取崩収入 1,044,835
貸付金元金回収収入 52,416
資産売却収入 16,897
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,066,017 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 1,451,160

地方債償還支出 1,451,160
その他の支出 -

財務活動収入 1,454,700
地方債発行収入 1,454,700
その他の収入 -

財務活動収支 3,540
△ 212,045 ※

808,352
596,307

前年度末歳計外現金残高 62,460
本年度歳計外現金増減額 △ 46,340
本年度末歳計外現金残高 16,120
本年度末現金預金残高 612,427

※ 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


