
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 255,065,132 ※ 固定負債 69,726,903

有形固定資産 235,098,390 ※ 地方債等 49,134,569
事業用資産 100,759,481 ※ 長期未払金 -

土地 40,821,296 退職手当引当金 6,232,524
立木竹 2,885,866 損失補償等引当金 -
建物 115,103,241 その他 14,359,810
建物減価償却累計額 △ 69,049,663 流動負債 6,849,967
工作物 13,718,194 1年内償還予定地方債等 4,186,015
工作物減価償却累計額 △ 7,518,984 未払金 2,188,133
船舶 547 未払費用 12,168
船舶減価償却累計額 △ 547 前受金 1,043
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 402,345
航空機 - 預り金 3,533
航空機減価償却累計額 - その他 56,730
その他 10,045 76,576,870
その他減価償却累計額 △ 4,557 【純資産の部】
建設仮勘定 4,794,042 固定資産等形成分 265,045,266

インフラ資産 129,400,053 ※ 余剰分（不足分） △ 66,152,364
土地 4,121,088 他団体出資等分 △ 1,677,338
建物 5,015,955
建物減価償却累計額 △ 2,249,619
工作物 255,874,199
工作物減価償却累計額 △ 145,602,498
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 12,240,927

物品 14,195,265
物品減価償却累計額 △ 9,256,409

無形固定資産 9,214
ソフトウェア -
その他 9,214

投資その他の資産 19,957,528
投資及び出資金 513,602

有価証券 185,804
出資金 327,278
その他 520

長期延滞債権 197,970
長期貸付金 360,592
基金 18,897,113

減債基金 -
その他 18,897,113

その他 -
徴収不能引当金 △ 11,749

流動資産 18,727,302
現金預金 8,428,029
未収金 486,708
短期貸付金 25,236
基金 9,718,569

財政調整基金 7,936,640
減債基金 1,781,929

棚卸資産 56,244
その他 28,415
徴収不能引当金 △ 15,899

繰延資産 - 197,215,564
273,792,434 273,792,434

※ 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

負債及び純資産合計
純資産合計

資産合計

連結貸借対照表
（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 61,192,293 ※

業務費用 30,978,357
人件費 6,954,681

職員給与費 5,676,327
賞与等引当金繰入額 400,122
退職手当引当金繰入額 81,135
その他 797,097

物件費等 22,355,565 ※

物件費 9,010,477
維持補修費 1,365,692
減価償却費 11,509,475
その他 469,922

その他の業務費用 1,668,110
支払利息 541,193
徴収不能引当金繰入額 7,406
その他 1,119,511

移転費用 30,213,936 ※

補助金等 6,532,559
社会保障給付 23,209,819
他会計への繰出金 0
その他 471,559

経常収益 4,440,212 ※

使用料及び手数料 1,992,628
その他 2,447,583

純経常行政コスト △ 56,752,081
臨時損失 5,359,260

災害復旧事業費 4,948,671
資産除売却損 409,836
損失補償等引当金繰入額 -
その他 753

臨時利益 85,743
資産売却益 83,736
その他 2,007

純行政コスト △ 62,025,598

※ 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。

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 205,158,362 264,340,711 △ 59,182,349 -

純行政コスト（△） △ 62,025,598 △ 62,025,598 0

財源 54,839,701 54,839,701 0

税収等 32,139,622 32,139,622 0

国県等補助金 22,700,079 22,700,079 0

本年度差額 △ 7,185,896 ※ △ 7,185,896 ※ 0

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,981,221 ※ 1,981,221 ※

有形固定資産等の増加 13,839,111 △ 13,839,111

有形固定資産等の減少 △ 11,147,774 11,147,774

貸付金・基金等の増加 5,249,012 △ 5,249,012

貸付金・基金等の減少 △ 9,921,569 9,921,569

資産評価差額 △ 93,844 △ 93,844

無償所管換等 △ 569,530 △ 569,530

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 △ 1,677,338 △ 1,677,338

その他 1,583,810 3,349,149 △ 1,765,339

本年度純資産変動額 △ 7,942,798 704,555 ※ △ 6,970,015 ※ △ 1,677,338

本年度末純資産残高 197,215,564 265,045,266 △ 66,152,364 △ 1,677,338

※ 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。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 48,325,865 ※

業務費用支出 18,111,952
人件費支出 7,213,746
物件費等支出 8,740,722
支払利息支出 541,193
その他の支出 1,616,291

移転費用支出 30,213,913 ※

補助金等支出 6,532,559
社会保障給付支出 23,209,820
他会計への繰出支出 0
その他の支出 471,535

業務収入 54,925,036 ※

税収等収入 31,205,739
国県等補助金収入 19,263,558
使用料及び手数料収入 1,992,730
その他の収入 2,463,008

臨時支出 4,972,256
災害復旧事業費支出 4,948,671
その他の支出 23,585

臨時収入 1,381,806
業務活動収支 3,008,721
【投資活動収支】

投資活動支出 17,965,644
公共施設等整備費支出 12,651,194
基金積立金支出 5,191,415
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 43,996
その他の支出 79,039

投資活動収入 12,858,142 ※

国県等補助金収入 2,706,835
基金取崩収入 9,885,085
貸付金元金回収収入 39,936
資産売却収入 73,777
その他の収入 152,508

投資活動収支 △ 5,107,503 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 4,330,859

地方債等償還支出 4,330,859
その他の支出 -

財務活動収入 7,099,800
地方債等発行収入 7,099,800
その他の収入 0

財務活動収支 2,768,941
670,159

7,766,919
△ 10,139
8,426,939

前年度末歳計外現金残高 1,980
本年度歳計外現金増減額 △ 890
本年度末歳計外現金残高 1,090
本年度末現金預金残高 8,428,029

※ 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
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

連結資金収支計算書
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


