
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 210,052,477 ※ 固定負債 42,046,231

有形固定資産 190,749,667 ※ 地方債 36,487,909
事業用資産 88,897,178 ※ 長期未払金 -

土地 35,403,747 退職手当引当金 4,862,036
立木竹 2,885,866 損失補償等引当金 -
建物 108,020,635 その他 696,286
建物減価償却累計額 △ 66,412,072 流動負債 3,242,323
工作物 9,929,877 1年内償還予定地方債 2,926,072
工作物減価償却累計額 △ 5,720,715 未払金 18,854
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 297,397
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 45,288,554
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 4,789,841 固定資産等形成分 219,394,242

インフラ資産 100,484,909 余剰分（不足分） △ 41,920,558
土地 2,804,608
建物 279,091
建物減価償却累計額 △ 175,484
工作物 222,540,404
工作物減価償却累計額 △ 134,324,706
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 9,360,996

物品 6,190,870
物品減価償却累計額 △ 4,823,290

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 19,302,810
投資及び出資金 783,513

有価証券 454,326
出資金 329,187
その他 -

投資損失引当金 0
長期延滞債権 138,647
長期貸付金 360,592
基金 18,022,782

減債基金 -
その他 18,022,782

その他 -
徴収不能引当金 △ 2,724

流動資産 12,709,761
現金預金 3,333,220
未収金 36,840
短期貸付金 25,236
基金 9,316,529

財政調整基金 7,534,600
減債基金 1,781,929

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 2,064 177,473,684

222,762,238 222,762,238

※ 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

一般会計等貸借対照表
（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 39,652,878
業務費用 24,143,802

人件費 4,769,298 ※

職員給与費 3,795,665
賞与等引当金繰入額 297,397
退職手当引当金繰入額 -
その他 676,237

物件費等 18,365,142 ※

物件費 7,152,729
維持補修費 1,225,605
減価償却費 9,986,807
その他 -

その他の業務費用 1,009,362
支払利息 306,394
徴収不能引当金繰入額 -
その他 702,968

移転費用 15,509,076
補助金等 6,058,400
社会保障給付 4,543,885
他会計への繰出金 4,453,494
その他 453,297

経常収益 1,360,540
使用料及び手数料 436,190
その他 924,350

純経常行政コスト △ 38,292,338
臨時損失 5,057,814

災害復旧事業費 4,976,311
資産除売却損 81,503
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 1,874
資産売却益 1,874
その他 -

純行政コスト △ 43,348,277 ※

※ 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。

一般会計等行政コスト計算書
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 186,266,059 223,154,494 △ 36,888,435

純行政コスト（△） △ 43,348,277 △ 43,348,277

財源 33,270,123 33,270,123

税収等 20,103,242 20,103,242

国県等補助金 13,166,881 13,166,881

本年度差額 △ 10,078,154 △ 10,078,154

固定資産等の変動（内部変動） △ 5,617,820 5,617,820

有形固定資産等の増加 9,034,406 △ 9,034,406

有形固定資産等の減少 △ 9,792,535 9,792,535

貸付金・基金等の増加 5,031,775 △ 5,031,775

貸付金・基金等の減少 △ 9,891,466 9,891,466

資産評価差額 △ 90,387 △ 90,387

無償所管換等 6,700 6,700

その他 1,369,466 ※ 1,941,256 △ 571,789

本年度純資産変動額 △ 8,792,375 ※ △ 3,760,252 ※ △ 5,032,123

本年度末純資産残高 177,473,684 219,394,242 △ 41,920,558

※ 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。

一般会計等純資産変動計算書
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 30,000,949 ※

業務費用支出 14,491,872
人件費支出 5,104,176
物件費等支出 8,413,942
支払利息支出 306,394
その他の支出 667,360

移転費用支出 15,509,076
補助金等支出 6,058,400
社会保障給付支出 4,543,885
他会計への繰出支出 4,453,494
その他の支出 453,297

業務収入 32,030,687
税収等収入 20,100,638
国県等補助金収入 10,570,331
使用料及び手数料収入 436,190
その他の収入 923,528

臨時支出 4,976,311
災害復旧事業費支出 4,976,311
その他の支出 -

臨時収入 682,888
業務活動収支 △ 2,263,684 ※

【投資活動収支】
投資活動支出 14,066,181

公共施設等整備費支出 9,034,406
基金積立金支出 4,987,779
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 43,996
その他の支出 -

投資活動収入 11,807,808
国県等補助金収入 1,913,662
基金取崩収入 9,851,530
貸付金元金回収収入 39,936
資産売却収入 2,680
その他の収入 -

投資活動収支 △ 2,258,373
【財務活動収支】

財務活動支出 3,052,254
地方債償還支出 3,052,254
その他の支出 -

財務活動収入 6,225,600
地方債発行収入 6,225,600
その他の収入 -

財務活動収支 3,173,346
△ 1,348,710 ※

4,681,931
3,333,220 ※

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 3,333,220

※ 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

一般会計等資金収支計算書
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


