
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 38,988,753 ※ 固定負債 16,906,009 ※

有形固定資産 36,672,510 ※ 地方債等 13,483,791
事業用資産 16,825,268 長期未払金 -

土地 3,544,857 退職手当引当金 2,444,377
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 24,688,220 その他 977,842
建物減価償却累計額 △ 13,058,505 流動負債 1,671,667 ※

工作物 1,553,232 1年内償還予定地方債等 1,436,079
工作物減価償却累計額 △ 787,005 未払金 39,322
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 162,985
航空機 - 預り金 16,741
航空機減価償却累計額 - その他 16,539
その他 - 18,577,676
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 40,221,688

インフラ資産 18,131,584 余剰分（不足分） △ 16,284,251
土地 1,364,064
建物 168,003
建物減価償却累計額 △ 62,674
工作物 34,438,270
工作物減価償却累計額 △ 18,029,274
その他 29,123
その他減価償却累計額 △ 15,358
建設仮勘定 239,430

物品 3,133,826
物品減価償却累計額 △ 1,418,167

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 2,316,243
投資及び出資金 168,983

有価証券 -
出資金 168,983
その他 -

投資損失引当金 △ 4,984
長期延滞債権 276,817
長期貸付金 573,451
基金 1,326,251

減債基金 -
その他 1,326,251

その他 45
徴収不能引当金 △ 24,320

流動資産 3,526,360 ※

現金預金 2,156,197
未収金 94,250
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 47,890
その他 15
徴収不能引当金 △ 4,927

繰延資産 - 23,937,437
42,515,113 42,515,113

※ 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。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

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



（単位：千円）

経常費用 16,712,197 ※

業務費用 6,926,011 ※

人件費 2,321,423 ※

職員給与費 1,923,646
賞与等引当金繰入額 162,119
退職手当引当金繰入額 -
その他 235,657

物件費等 4,354,296
物件費 2,768,970
維持補修費 198,811
減価償却費 1,363,674
その他 22,841

その他の業務費用 250,292 ※

支払利息 129,544
徴収不能引当金繰入額 28,589
その他 92,158

移転費用 9,786,186
補助金等 7,975,725
社会保障給付 1,241,224
他会計への繰出金 -
その他 569,237

経常収益 1,120,506
使用料及び手数料 664,860
その他 455,646

純経常行政コスト 15,591,691
臨時損失 11,581

災害復旧事業費 -
資産除売却損 -
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 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 15,585,667

※ 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 23,681,477 39,887,911 △ 16,206,434

純行政コスト（△） △ 15,585,667 △ 15,585,667

財源 15,838,352 15,838,352

税収等 11,818,109 11,818,109

国県等補助金 4,020,243 4,020,243

本年度差額 252,685 252,685

固定資産等の変動（内部変動） 330,502 ※ △ 330,502 ※

有形固定資産等の増加 1,471,930 △ 1,471,930

有形固定資産等の減少 △ 1,380,061 1,380,061

貸付金・基金等の増加 1,439,786 △ 1,439,786

貸付金・基金等の減少 △ 1,201,152 1,201,152

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 255,960 333,777 △ 77,817

本年度末純資産残高 23,937,437 40,221,688 △ 16,284,251

※ 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）



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 15,344,440 ※

業務費用支出 5,555,324 ※

人件費支出 2,319,841
物件費等支出 3,021,940
支払利息支出 129,544
その他の支出 83,998

移転費用支出 9,789,116
補助金等支出 7,978,655
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 569,237

業務収入 16,406,346
税収等収入 11,782,213
国県等補助金収入 3,560,062
使用料及び手数料収入 651,375
その他の収入 412,696

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 1,062,427
【投資活動収支】

投資活動支出 2,868,570
公共施設等整備費支出 1,471,930
基金積立金支出 1,135,940
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 1,613,496 ※

国県等補助金収入 470,297
基金取崩収入 1,073,887
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 △ 1,255,073 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 1,512,994

地方債償還支出 1,512,994
その他の支出 -

財務活動収入 1,471,300
地方債発行収入 1,471,300
その他の収入 -

財務活動収支 △ 41,694
△ 234,341 ※

2,374,418
2,140,077

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 2,156,197

※ 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


