
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 279,920,874 固定負債 56,211,606
有形固定資産 274,015,661 地方債 49,917,150

事業用資産 63,493,607 長期未払金 341,502
土地 17,512,777 退職手当引当金 5,844,748
立木竹 6,239,131 損失補償等引当金 301
建物 95,943,422 その他 107,906
建物減価償却累計額 △58,556,525 流動負債 6,471,231
工作物 10,246,122 1年内償還予定地方債 5,642,360
工作物減価償却累計額 △8,914,357 未払金 66,530
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 281,729
航空機 - 預り金 419,374
航空機減価償却累計額 - その他 61,239
その他 2,772,696 62,682,837
その他減価償却累計額 △2,321,665 【純資産の部】
建設仮勘定 572,006 固定資産等形成分 282,907,066

インフラ資産 209,772,234 余剰分（不足分） △60,602,499
土地 33,867,833
建物 2,212,025
建物減価償却累計額 △1,156,707
工作物 470,434,230
工作物減価償却累計額 △295,666,170
その他 227,898
その他減価償却累計額 △163,776
建設仮勘定 16,900

物品 4,842,393
物品減価償却累計額 △4,092,573

無形固定資産 13,205
ソフトウェア 13,205
その他 -

投資その他の資産 5,892,008
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 400,138
長期貸付金 464,545
基金 4,632,869

減債基金 100,000
その他 4,532,869

その他 -
徴収不能引当金 △50,784

流動資産 5,066,529
現金預金 1,974,920
未収金 120,912
短期貸付金 73,110
基金 2,913,081

財政調整基金 2,858,346
減債基金 54,735

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 △15,494 222,304,567

284,987,404 284,987,404

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

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 49,281,902
業務費用 26,395,256

人件費 6,814,809
職員給与費 4,515,643
賞与等引当金繰入額 281,729
退職手当引当金繰入額 1,679,044
その他 338,393

物件費等 18,959,776
物件費 8,500,230
維持補修費 643
減価償却費 10,458,904
その他 -

その他の業務費用 620,670
支払利息 499,879
徴収不能引当金繰入額 61,384
その他 59,407

移転費用 22,886,647
補助金等 12,864,946
社会保障給付 5,914,954
他会計への繰出金 4,095,731
その他 11,016

経常収益 1,504,739
使用料及び手数料 454,022
その他 1,050,717

純経常行政コスト △47,777,164
臨時損失 939,981

災害復旧事業費 911,894
資産除売却損 28,088
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 16,049
資産売却益 15,979

その他 70

純行政コスト △48,701,096

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 228,213,208 290,261,972 △62,048,764

純行政コスト（△） △48,701,096 △48,701,096

財源 40,484,891 40,484,891

税収等 30,327,359 30,327,359

国県等補助金 10,157,532 10,157,532

本年度差額 △8,216,205 △8,216,205

固定資産等の変動（内部変動） △9,662,469 9,662,469

有形固定資産等の増加 1,670,693 △1,670,693

有形固定資産等の減少 △10,512,466 10,512,466

貸付金・基金等の増加 1,784,818 △1,784,818

貸付金・基金等の減少 △2,605,514 2,605,514

資産評価差額 △219 △219

無償所管換等 2,307,782 2,307,782

その他 - - -

本年度純資産変動額 △5,908,641 △7,354,906 1,446,265

本年度末純資産残高 222,304,567 282,907,066 △60,602,499

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 38,892,613
業務費用支出 16,005,966

人件費支出 6,834,741
物件費等支出 8,618,959
支払利息支出 499,879
その他の支出 52,386

移転費用支出 22,886,647
補助金等支出 12,864,946
社会保障給付支出 5,914,954
他会計への繰出支出 4,095,731
その他の支出 11,016

業務収入 40,965,305
税収等収入 30,292,481
国県等補助金収入 9,171,133
使用料及び手数料収入 453,720
その他の収入 1,047,970

臨時支出 911,894
災害復旧事業費支出 911,894
その他の支出 -

臨時収入 236,218
業務活動収支 1,397,016
【投資活動収支】

投資活動支出 3,454,696
公共施設等整備費支出 1,670,693
基金積立金支出 900,822
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 3,397,585
国県等補助金収入 750,181
基金取崩収入 1,695,218
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 △57,111
【財務活動収支】

財務活動支出 5,917,742
地方債償還支出 5,799,563
その他の支出 118,179

財務活動収入 4,873,598
地方債発行収入 4,873,598
その他の収入 -

財務活動収支 △1,044,144

295,762

1,259,785

1,555,547

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 1,974,920

本年度資金収支額

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


