
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 41,127,593 ※ 固定負債 17,723,609

有形固定資産 38,610,023 ※ 地方債等 14,096,444
事業用資産 17,426,108 ※ 長期未払金 -

土地 3,648,745 退職手当引当金 2,574,170
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 25,496,056 その他 1,052,995
建物減価償却累計額 △ 13,527,358 流動負債 2,191,574
工作物 2,259,663 1年内償還予定地方債等 1,639,422
工作物減価償却累計額 △ 1,335,997 未払金 234,738
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 229,235
航空機 - 預り金 30,643
航空機減価償却累計額 - その他 57,536
その他 - 19,915,183
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 885,001 固定資産等形成分 42,356,075

インフラ資産 19,101,108 ※ 余剰分（不足分） △ 16,641,588
土地 1,592,894 他団体出資等分 -
建物 1,449,902
建物減価償却累計額 △ 901,448
工作物 34,531,799
工作物減価償却累計額 △ 18,101,415
その他 1,257,808
その他減価償却累計額 △ 967,863
建設仮勘定 239,430

物品 5,669,850
物品減価償却累計額 △ 3,587,043

無形固定資産 3,301
ソフトウェア 179
その他 3,122

投資その他の資産 2,514,270
投資及び出資金 169,583

有価証券 600
出資金 168,983
その他 -

長期延滞債権 277,111
長期貸付金 573,451
基金 1,491,441

減債基金 1,565
その他 1,489,876

その他 27,004
徴収不能引当金 △ 24,320

流動資産 4,502,077
現金預金 2,692,613
未収金 405,206
短期貸付金 52,416
基金 1,181,050

財政調整基金 1,060,181
減債基金 120,869

棚卸資産 176,161
その他 458
徴収不能引当金 △ 5,827

繰延資産 0 25,714,487
45,629,670 45,629,670

※ 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。

資産合計

連結貸借対照表
（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
負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 23,928,279
業務費用 10,533,539 ※

人件費 3,900,778
職員給与費 2,936,543
賞与等引当金繰入額 214,320
退職手当引当金繰入額 318,992
その他 430,923

物件費等 6,175,486 ※

物件費 3,642,771
維持補修費 233,971
減価償却費 1,554,060
その他 744,685

その他の業務費用 457,275
支払利息 134,222
徴収不能引当金繰入額 28,589
その他 294,464

移転費用 13,394,739
補助金等 11,583,924
社会保障給付 1,241,224
他会計への繰出金 -
その他 569,591

経常収益 3,811,483
使用料及び手数料 2,345,057
その他 1,466,426

純経常行政コスト 20,116,795 ※

臨時損失 6,597
災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 6,597

臨時利益 17,605
資産売却益 16,897
その他 708

純行政コスト 20,105,788 ※

※ 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。

連結行政コスト計算書
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 25,379,807 41,992,611 △ 16,612,804 -

純行政コスト（△） △ 20,105,788 △ 20,105,788 -

財源 20,281,273 20,281,273 -

税収等 14,448,590 14,448,590 -

国県等補助金 5,832,683 5,832,683 -

本年度差額 175,485 175,485 -

固定資産等の変動（内部変動） 305,568 △ 305,568

有形固定資産等の増加 1,622,017 △ 1,622,017

有形固定資産等の減少 △ 1,570,447 1,570,447

貸付金・基金等の増加 1,492,507 △ 1,492,507

貸付金・基金等の減少 △ 1,238,509 1,238,509

資産評価差額 3,275 3,275

無償所管換等 61,114 61,114

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 - -

その他 94,807 ※ △ 6,492 101,300

本年度純資産変動額 334,680 ※ 363,465 △ 28,784 ※ -

本年度末純資産残高 25,714,487 ※ 42,356,075 ※ △ 16,641,588 -

※ 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。

連結純資産変動計算書
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 22,436,302

業務費用支出 9,037,314
人件費支出 3,942,858
物件費等支出 4,033,375
支払利息支出 782,615
その他の支出 278,466

移転費用支出 13,398,988
補助金等支出 11,586,854
社会保障給付支出 1,241,224
他会計への繰出支出 -
その他の支出 570,910

業務収入 23,616,204
税収等収入 14,404,575
国県等補助金収入 5,372,322
使用料及び手数料収入 2,339,111
その他の収入 1,500,196

臨時支出 187
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 187

臨時収入 708
業務活動収支 1,180,422 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 3,027,602

公共施設等整備費支出 1,578,257
基金積立金支出 1,188,645
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 260,700
その他の支出 -

投資活動収入 1,751,374
国県等補助金収入 470,297
基金取崩収入 1,111,243
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 100,521

投資活動収支 △ 1,276,228
【財務活動収支】

財務活動支出 1,710,936
地方債等償還支出 1,710,936
その他の支出 -

財務活動収入 1,527,228
地方債等発行収入 1,527,228
その他の収入 -

財務活動収支 △ 183,708
△ 279,514
2,955,943

△ 31
2,676,398

前年度末歳計外現金残高 62,478
本年度歳計外現金増減額 △ 46,264
本年度末歳計外現金残高 16,215 ※

本年度末現金預金残高 2,692,613

※ 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
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

連結資金収支計算書
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


