
（単位：千円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 131,427,287 固定負債 25,493,977

有形固定資産 114,785,380 地方債 21,583,684

事業用資産 59,598,618 長期未払金 4

土地 20,748,553 退職手当引当金 3,910,289

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 61,672,601 その他 -

建物減価償却累計額 △ 25,897,377 流動負債 2,106,474

工作物 2,728,540 １年内償還予定地方債 1,897,792

工作物減価償却累計額 △ 173,276 未払金 3,009

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 205,672

航空機 - 預り金 -

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 168,030 27,600,451

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 351,548 固定資産等形成分 138,975,341

インフラ資産 54,959,705 余剰分（不足分） △ 23,387,600

土地 2,231,228

建物 194,310

建物減価償却累計額 △ 114,249

工作物 74,137,405

工作物減価償却累計額 △ 29,988,354

その他 128,066

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 8,371,300

物品 1,121,337

物品減価償却累計額 △ 894,280

無形固定資産 -

ソフトウェア -

その他 -

投資その他の資産 16,641,907

投資及び出資金 1,731,610

有価証券 160,697

出資金 1,570,913

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 131,534

長期貸付金 882,556

基金 13,903,275

減債基金 -

その他 13,903,275

その他 -

徴収不能引当金 △ 7,070

流動資産 11,760,904

現金預金 4,021,852

未収金 61,544

短期貸付金 -

基金 7,680,813

財政調整基金 5,451,256

減債基金 2,229,556

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 3,305 115,587,740

143,188,191 143,188,191

一般会計等貸借対照表一般会計等貸借対照表一般会計等貸借対照表一般会計等貸借対照表

（平成３０年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



（単位：千円）

金　　　額

経常費用 20,664,601

業務費用 11,413,045

人件費 3,787,854

職員給与費 3,137,196

賞与等引当金繰入額 205,672

退職手当引当金繰入額 140,784

その他 304,202

物件費等 7,315,533

物件費 4,590,649

維持補修費 25,190

減価償却費 2,695,549

その他 4,145

その他の業務費用 309,658

支払利息 185,001

徴収不能引当金繰入額 6,493

その他 118,164

移転費用 9,251,556

補助金等 4,064,387

社会保障給付 2,139,151

他会計への繰出金 2,125,144

その他 922,874

経常収益 1,330,933

使用料及び手数料 306,637

その他 1,024,296

純経常行政コスト △ 19,333,668

臨時損失 17

災害復旧事業費 -

資産除売却損 -

投資損失引当金繰入額 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 17

臨時利益 -

資産売却益 -

その他 -

純行政コスト △ 19,333,685

一般会計等行政コスト計算書一般会計等行政コスト計算書一般会計等行政コスト計算書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



（単位：千円）

合計

固定資産等形成分

余剰分

（不足分）

前年度末純資産残高 109,270,452 131,289,227 △ 22,018,775

純行政コスト（△） △ 19,333,685 △ 19,333,685

財源 26,064,907 26,064,907

税収等 14,983,066 14,983,066

国県等補助金 11,081,841 11,081,841

本年度差額 6,731,222 6,731,222

固定資産の変動（内部変動） 7,687,899 △ 7,687,899

有形固定資産等の増加 14,245,165 △ 14,245,165

有形固定資産等の減少 △ 2,695,549 2,695,549

貸付金・基金等の増加 6,524,240 △ 6,524,240

貸付金・基金等の減少 △ 10,385,957 10,385,957

資産評価差額 △ 1,786 △ 1,786

無償所管換等 - -

内部取引 - -

その他 △ 412,148 △ 412,148

本年度純資産変動額 6,317,288 7,686,114 △ 1,368,825

一般財源等充当調整額 - -

本年度末純資産残高 115,587,740 138,975,341 △ 23,387,600

一般会計等純資産変動計算書一般会計等純資産変動計算書一般会計等純資産変動計算書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



（単位：千円）

金　　　額

【業務活動収支】

業務支出 17,608,418

業務費用支出 8,258,548

人件費支出 3,441,398

物件費等支出 4,632,148

支払利息支出 185,001

その他の支出 -

移転費用支出 9,349,870

補助金等支出 4,064,387

社会保障給付支出 2,139,151

他会計への繰出支出 2,125,144

その他の支出 1,021,188

業務収入 23,103,602

税収等収入 14,866,689

国県等補助金収入 7,437,707

使用料及び手数料収入 237,590

その他の収入 561,616

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 -

業務活動収支 5,495,185

【投資活動収支】

投資活動支出 20,761,884

公共施設等整備費支出 14,245,165

基金積立金支出 6,119,219

投資及び出資金支出 30,000

貸付金支出 367,500

その他の支出 -

投資活動収入 14,307,438

国県等補助金収入 3,644,134

基金取崩収入 9,932,255

貸付金元金回収収入 447,102

資産売却収入 283,948

その他の収入 -

投資活動収支 △ 6,454,446

【財務活動収支】

財務活動支出 1,963,490

地方債償還支出 1,963,490

その他の支出 -

財務活動収入 1,372,900

地方債発行収入 1,372,900

その他の収入 -

財務活動収支 △ 590,590

本年度資金収支額 △ 1,549,851

一般財源等充当調整額 -

前年度末資金残高 5,571,704

本年度末資金残高 4,021,852

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 4,021,852

一般会計等資金収支計算書一般会計等資金収支計算書一般会計等資金収支計算書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


