
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 287,971,706 固定負債 60,246,018
有形固定資産 281,811,731 地方債 52,351,124

事業用資産 64,900,672 長期未払金 341,502
土地 17,637,615 退職手当引当金 5,865,984
立木竹 6,239,131 損失補償等引当金 301
建物 98,745,123 その他 1,687,108
建物減価償却累計額 △60,430,547 流動負債 6,847,220
工作物 11,213,432 1年内償還予定地方債 5,904,535
工作物減価償却累計額 △9,544,036 未払金 108,231
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 318,844
航空機 - 預り金 454,200
航空機減価償却累計額 - その他 61,409
その他 2,940,234 67,093,238
その他減価償却累計額 △2,472,287 【純資産の部】
建設仮勘定 572,006 固定資産等形成分 291,186,212

インフラ資産 215,890,591 余剰分（不足分） △62,434,348
土地 33,924,777
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 5,760,004
物品減価償却累計額 △4,739,535

無形固定資産 13,849
ソフトウェア 13,205
その他 643

投資その他の資産 6,146,127
投資及び出資金 519,241

有価証券 245,352
出資金 273,889
その他 -

投資損失引当金 △74,000
長期延滞債権 667,768
長期貸付金 464,545
基金 4,663,188

減債基金 100,000
その他 4,563,188

その他 -
徴収不能引当金 △94,615

流動資産 7,873,396
現金預金 4,281,776
未収金 401,484
短期貸付金 73,110
基金 3,141,395

財政調整基金 3,086,660
減債基金 54,735

棚卸資産 8,012
その他 462
徴収不能引当金 △32,843 228,751,864

295,845,102 295,845,102

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 科目

負債合計



（単位：千円）

金額

経常費用 60,175,170
業務費用 28,279,810

人件費 7,592,791
職員給与費 5,103,851
賞与等引当金繰入額 312,910
退職手当引当金繰入額 1,682,078
その他 493,952

物件費等 19,754,549
物件費 8,868,654
維持補修費 24,233
減価償却費 10,785,930
その他 75,732

その他の業務費用 932,470
支払利息 571,355
徴収不能引当金繰入額 116,316
その他 244,799

移転費用 31,895,361
補助金等 23,333,496
社会保障給付 5,914,954
他会計への繰出金 -
その他 2,646,911

経常収益 2,975,811
使用料及び手数料 1,781,001
その他 1,194,810

純経常行政コスト △57,199,360
臨時損失 946,399

災害復旧事業費 911,894
資産除売却損 31,934
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 2,570

臨時利益 16,049
資産売却益 15,979

その他 70

純行政コスト △58,129,709

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



（単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 234,259,526 298,488,592 △64,229,066

純行政コスト（△） △58,129,709 △58,129,709

財源 50,311,777 50,311,777

税収等 37,332,489 37,332,489

国県等補助金 12,979,289 12,979,289

本年度差額 △7,817,932 △7,817,932

固定資産等の変動（内部変動） △9,607,387 9,607,387

有形固定資産等の増加 2,083,759 △2,083,759

有形固定資産等の減少 △10,859,429 10,859,429

貸付金・基金等の増加 1,868,957 △1,868,957

貸付金・基金等の減少 △2,700,674 2,700,674

資産評価差額 △219 △219

無償所管換等 2,305,226 2,305,226

その他 5,262 - 5,262

本年度純資産変動額 △5,507,662 △7,302,380 1,794,718

本年度末純資産残高 228,751,864 291,186,212 △62,434,348

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



（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 49,411,299
業務費用支出 17,515,938

人件費支出 7,618,324
物件費等支出 9,090,549
支払利息支出 571,355
その他の支出 235,711

移転費用支出 31,895,361
補助金等支出 23,333,496
社会保障給付支出 5,914,954
他会計への繰出支出 -
その他の支出 2,646,911

業務収入 52,142,560
税収等収入 37,199,078
国県等補助金収入 11,992,890
使用料及び手数料収入 1,758,529
その他の収入 1,192,063

臨時支出 914,464
災害復旧事業費支出 911,894
その他の支出 2,570

臨時収入 236,218
業務活動収支 2,053,015
【投資活動収支】

投資活動支出 3,931,965
公共施設等整備費支出 2,063,824
基金積立金支出 984,960
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 883,180
その他の支出 -

投資活動収入 3,493,119
国県等補助金収入 775,002
基金取崩収入 1,765,931
貸付金元金回収収入 914,040
資産売却収入 38,146
その他の収入 -

投資活動収支 △438,846
【財務活動収支】

財務活動支出 6,173,279
地方債償還支出 6,055,100
その他の支出 118,179

財務活動収入 4,926,272
地方債発行収入 4,878,860
その他の収入 47,412

財務活動収支 △1,247,007

367,162

3,495,240

3,862,402

前年度末歳計外現金残高 406,075
本年度歳計外現金増減額 13,298

本年度末歳計外現金残高 419,374

本年度末現金預金残高 4,281,776

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


