
（単位：千円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 147,047,475 固定負債 34,192,215

有形固定資産 129,736,022 地方債等 28,418,095

事業用資産 66,917,997 長期未払金 4

土地 20,798,373 退職手当引当金 3,910,289

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 69,936,771 その他 1,863,827

建物減価償却累計額 △ 26,897,026 流動負債 2,748,913

工作物 2,734,045 １年内償還予定地方債等 2,194,037

工作物減価償却累計額 △ 173,743 未払金 304,617

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 232,030

航空機 - 預り金 -

航空機減価償却累計額 - その他 18,228

その他 168,030 36,941,128

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 154,547,828

インフラ資産 62,033,797 余剰分（不足分） △ 30,514,385

土地 2,530,035 他団体出資等分 -

建物 431,753

建物減価償却累計額 △ 215,730

工作物 83,795,089

工作物減価償却累計額 △ 33,774,630

その他 142,927

その他減価償却累計額 △ 8,025

建設仮勘定 9,132,379

物品 2,709,796

物品減価償却累計額 △ 1,925,567

無形固定資産 630,581

ソフトウェア 833

その他 629,748

投資その他の資産 16,680,872

投資及び出資金 982,810

有価証券 160,697

出資金 822,113

その他 -

長期延滞債権 225,608

長期貸付金 882,556

基金 14,602,683

減債基金 -

その他 14,602,683

その他 -

徴収不能引当金 △ 12,786

流動資産 13,927,096

現金預金 5,787,715

未収金 420,178

短期貸付金 -

基金 7,727,186

財政調整基金 5,497,629

減債基金 2,229,556

棚卸資産 1,837

その他 -

徴収不能引当金 △ 9,820

繰延資産 - 124,033,444

160,974,571 160,974,571

全体貸借対照表全体貸借対照表全体貸借対照表全体貸借対照表

（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 30,570,754

業務費用 13,092,902

人件費 4,206,211

職員給与費 3,493,384

賞与等引当金繰入額 232,999

退職手当引当金繰入額 140,784

その他 339,044

物件費等 8,273,280

物件費 4,952,078

維持補修費 60,744

減価償却費 3,195,865

その他 64,593

その他の業務費用 613,411

支払利息 299,487

徴収不能引当金繰入額 13,476

その他 300,448

移転費用 17,477,852

補助金等 13,564,148

社会保障給付 2,140,495

その他 923,214

経常収益 2,281,112

使用料及び手数料 949,138

その他 1,331,974

純経常行政コスト △ 28,289,642

臨時損失 89

災害復旧事業費 -

資産除売却損 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 89

臨時利益 -

資産売却益 -

その他 -

純行政コスト △ 28,289,731

全体行政コスト計算書全体行政コスト計算書全体行政コスト計算書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



（単位：千円）

合計

固定資産等形成分

余剰分

（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 117,808,039 146,679,678 △ 28,871,639 -

純行政コスト（△） △ 28,289,731 △ 28,289,731 -

財源 35,070,051 35,070,051 -

税収等 20,811,854 20,811,854 -

国県等補助金 14,258,197 14,258,197 -

本年度差額 6,780,320 6,780,320 -

固定資産の変動（内部変動） 7,869,936 △ 7,869,936

有形固定資産等の増加 14,955,289 △ 14,955,289

有形固定資産等の減少 △ 3,234,653 3,234,653

貸付金・基金等の増加 6,682,974 △ 6,682,974

貸付金・基金等の減少 △ 10,533,673 10,533,673

資産評価差額 △ 1,786 △ 1,786

無償所管換等 - -

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 △ 553,129 △ 553,129

本年度純資産変動額 6,225,405 7,868,151 △ 1,642,745 -

本年度末純資産残高 124,033,444 154,547,828 △ 30,514,385 -

全体純資産変動計算書全体純資産変動計算書全体純資産変動計算書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



（単位：千円）

金　　　額

【業務活動収支】

業務支出 27,007,535

業務費用支出 9,262,182

人件費支出 3,838,277

物件費等支出 4,997,493

支払利息支出 299,487

その他の支出 126,925

移転費用支出 17,745,354

補助金等支出 13,564,148

社会保障給付支出 2,140,495

その他の支出 1,190,715

業務収入 32,771,487

税収等収入 20,543,340

国県等補助金収入 10,612,830

使用料及び手数料収入 827,025

その他の収入 788,292

臨時支出 72

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 72

臨時収入 -

業務活動収支 5,763,879

【投資活動収支】

投資活動支出 21,553,364

公共施設等整備費支出 14,921,993

基金積立金支出 6,263,871

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 367,500

その他の支出 -

投資活動収入 14,809,741

国県等補助金収入 3,645,368

基金取崩収入 10,074,255

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 359,069

投資活動収支 △ 6,743,622

【財務活動収支】

財務活動支出 2,264,620

地方債等償還支出 2,264,620

その他の支出 -

財務活動収入 1,665,484

地方債等発行収入 1,619,300

その他の収入 46,184

財務活動収支 △ 599,136

本年度資金収支額 △ 1,578,879

前年度末資金残高 7,366,593

本年度末資金残高 5,787,715

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 5,787,715

全体資金収支計算書全体資金収支計算書全体資金収支計算書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


