
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 245,276,936 ※ 固定負債 68,813,787

有形固定資産 225,913,058 ※ 地方債等 49,052,821
事業用資産 92,283,425 ※ 長期未払金 -

土地 35,935,526 退職手当引当金 5,401,156
立木竹 2,885,866 損失補償等引当金 -
建物 111,543,979 その他 14,359,810
建物減価償却累計額 △ 67,132,175 流動負債 6,686,496
工作物 9,981,512 1年内償還予定地方債等 4,167,515
工作物減価償却累計額 △ 5,725,326 未払金 2,113,763
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 244
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 349,146
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 55,828
その他 - 75,500,283
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 4,794,042 固定資産等形成分 255,020,741

インフラ資産 129,400,053 ※ 余剰分（不足分） △ 67,419,791
土地 4,121,088
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 12,267,478
物品減価償却累計額 △ 8,037,898

無形固定資産 8,292
ソフトウェア -
その他 8,292

投資その他の資産 19,355,586
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 197,448
長期貸付金 360,592
基金 18,025,782

減債基金 -
その他 18,025,782

その他 -
徴収不能引当金 △ 11,749

流動資産 17,824,297
現金預金 7,610,098
未収金 452,164
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 13,014
その他 20,981
徴収不能引当金 △ 15,765

繰延資産 - 187,600,950
263,101,233 263,101,233

※ 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

全体貸借対照表
（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 53,731,016 ※

業務費用 27,988,100
人件費 5,699,049

職員給与費 4,517,247
賞与等引当金繰入額 346,923
退職手当引当金繰入額 79,975
その他 754,904

物件費等 20,903,625 ※

物件費 8,335,521
維持補修費 1,355,462
減価償却費 11,209,159
その他 3,484

その他の業務費用 1,385,425
支払利息 539,744
徴収不能引当金繰入額 7,452
その他 838,229

移転費用 25,742,916 ※

補助金等 9,587,712
社会保障給付 15,684,866
他会計への繰出金 0
その他 470,339

経常収益 3,395,378 ※

使用料及び手数料 1,958,520
その他 1,436,857

純経常行政コスト △ 50,335,638
臨時損失 5,281,176

災害復旧事業費 4,948,671
資産除売却損 331,752
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 753

臨時利益 85,384
資産売却益 83,377
その他 2,007

純行政コスト △ 55,531,430

※ 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。

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 193,867,207 253,675,743 △ 59,808,536

純行政コスト（△） △ 55,531,430 △ 55,531,430

財源 48,353,513 48,353,513

税収等 29,144,191 29,144,191

国県等補助金 19,209,322 19,209,322

本年度差額 △ 7,177,916 ※ △ 7,177,916 ※

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,994,685 ※ 1,994,685 ※

有形固定資産等の増加 13,838,410 △ 13,838,410

有形固定資産等の減少 △ 11,146,125 11,146,125

貸付金・基金等の増加 5,234,497 △ 5,234,497

貸付金・基金等の減少 △ 9,921,466 9,921,466

資産評価差額 △ 90,387 △ 90,387

無償所管換等 △ 569,530 △ 569,530

その他 1,571,576 3,999,599 △ 2,428,023

本年度純資産変動額 △ 6,266,257 1,344,998 ※ △ 7,611,255 ※

本年度末純資産残高 187,600,950 255,020,741 △ 67,419,791

※ 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。

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 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 41,150,224 ※

業務費用支出 15,407,308
人件費支出 5,948,147
物件費等支出 8,045,209
支払利息支出 539,744
その他の支出 874,208

移転費用支出 25,742,916 ※

補助金等支出 9,587,712
社会保障給付支出 15,684,866
他会計への繰出支出 0
その他の支出 470,339

業務収入 47,875,547 ※

税収等収入 28,644,408
国県等補助金収入 15,819,854
使用料及び手数料収入 1,958,520
その他の収入 1,452,764

臨時支出 4,948,671
災害復旧事業費支出 4,948,671
その他の支出 -

臨時収入 682,888
業務活動収支 2,459,540
【投資活動収支】

投資活動支出 17,407,604
公共施設等整備費支出 12,094,068
基金積立金支出 5,190,501
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 12,848,434 ※

国県等補助金収入 2,706,835
基金取崩収入 9,881,530
貸付金元金回収収入 39,936
資産売却収入 67,624
その他の収入 152,508

投資活動収支 △ 4,559,171 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 4,312,538

地方債償還支出 4,312,538
その他の支出 -

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

財務活動収支 2,787,262
687,631

6,922,467
7,610,098

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 7,610,098

※ 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

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


