
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 293,236,595 固定負債 62,127,640
有形固定資産 285,849,288 地方債等 52,479,732

事業用資産 68,143,566 長期未払金 421,462
土地 17,835,966 退職手当引当金 7,505,176
立木竹 6,239,131 損失補償等引当金 301
建物 102,823,151 その他 1,720,968
建物減価償却累計額 △62,245,743 流動負債 7,225,005
工作物 11,350,136 1年内償還予定地方債等 5,967,100
工作物減価償却累計額 △9,622,114 未払金 226,246
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 471,650
航空機 - 預り金 470,600
航空機減価償却累計額 - その他 89,410
その他 2,940,530 69,352,645
その他減価償却累計額 △2,472,435 【純資産の部】
建設仮勘定 1,294,945 固定資産等形成分 296,857,943

インフラ資産 215,890,591 余剰分（不足分） △63,569,664
土地 33,924,777 他団体出資等分 277,144
建物 2,643,561
建物減価償却累計額 △1,379,875
工作物 480,678,502
工作物減価償却累計額 △300,441,739
その他 240,398
その他減価償却累計額 △163,776
建設仮勘定 388,741

物品 7,814,964
物品減価償却累計額 △5,997,016
物品減損損失累計額 △2,816

無形固定資産 49,836
ソフトウェア 48,443
その他 1,393

投資その他の資産 7,337,471
投資及び出資金 264,916

有価証券 30,752
出資金 234,164
その他 -

長期延滞債権 690,500
長期貸付金 464,545
基金 6,003,055

減債基金 100,000
その他 5,903,055

その他 21,747
徴収不能引当金 △107,291

流動資産 9,681,473
現金預金 5,551,282
未収金 478,294
短期貸付金 73,110
基金 3,548,237

財政調整基金 3,493,502
減債基金 54,735

棚卸資産 43,233
その他 20,266
徴収不能引当金 △32,950

繰延資産 - 233,565,423

302,918,068 302,918,068

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

科目 科目

負債合計



（単位：千円）

金額

経常費用 80,640,301
業務費用 33,527,513

人件費 10,561,363
職員給与費 7,024,231
賞与等引当金繰入額 465,716
退職手当引当金繰入額 2,206,463
その他 864,953

物件費等 21,399,596
物件費 9,644,310
維持補修費 66,881
減価償却費 11,035,054
その他 653,351

その他の業務費用 1,566,554
支払利息 575,034
徴収不能引当金繰入額 129,100
その他 862,419

移転費用 47,112,787
補助金等 28,115,035
社会保障給付 16,334,429
その他 2,663,322

経常収益 5,150,049
使用料及び手数料 2,405,727
その他 2,744,321

純経常行政コスト △75,490,252
臨時損失 1,038,172

災害復旧事業費 918,276
資産除売却損 117,326
損失補償等引当金繰入額 -
その他 2,570

臨時利益 46,578
資産売却益 16,411

その他 30,167

純行政コスト △76,481,846

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



（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 238,734,094 303,739,230 △65,270,503 265,368

純行政コスト（△） △76,481,846 △76,492,630 10,783

財源 68,903,406 68,901,653 1,753

税収等 46,033,571 46,033,571 -

国県等補助金 22,869,835 22,868,082 1,753

本年度差額 △7,578,441 △7,590,977 12,536

固定資産等の変動（内部変動） △9,337,719 9,337,719

有形固定資産等の増加 3,167,151 △3,167,151

有形固定資産等の減少 △11,745,106 11,745,106

貸付金・基金等の増加 2,102,828 △2,102,828

貸付金・基金等の減少 △2,862,593 2,862,593

資産評価差額 △219 △219

無償所管換等 2,305,226 2,305,226

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 △760 △760

その他 105,522 151,425 △45,903

本年度純資産変動額 △5,168,671 △6,881,287 1,700,839 11,776

本年度末純資産残高 233,565,423 296,857,943 △63,569,664 277,144

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

省略


