
（単位：千円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 149,727,824 固定負債 34,917,756

有形固定資産 131,004,000 地方債等 28,575,000

事業用資産 67,192,796 長期未払金 4

土地 20,818,241 退職手当引当金 4,478,925

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 70,225,484 その他 1,863,827

建物減価償却累計額 △ 27,022,905 流動負債 2,822,181

工作物 2,845,005 １年内償還予定地方債等 2,224,631

工作物減価償却累計額 △ 192,606 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 274,704

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 37,739,937

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 157,094,795

インフラ資産 62,799,906 余剰分（不足分） △ 30,887,537

土地 2,628,031 他団体出資等分 70

建物 2,652,931

建物減価償却累計額 △ 1,826,025

工作物 83,867,329

工作物減価償却累計額 △ 33,789,640

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 4,125,678

物品減価償却累計額 △ 3,114,379

無形固定資産 631,036

ソフトウェア 833

その他 630,203

投資その他の資産 18,092,788

投資及び出資金 466,974

有価証券 160,697

出資金 306,277

その他 -

長期延滞債権 225,886

長期貸付金 882,556

基金 16,530,157

減債基金 -

その他 16,530,157

その他 -

徴収不能引当金 △ 12,786

流動資産 14,219,441

現金預金 6,080,008

未収金 420,230

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 - 126,207,329

163,947,265 163,947,265

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表

（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 36,225,746

業務費用 15,023,414

人件費 5,462,323

職員給与費 4,189,646

賞与等引当金繰入額 270,776

退職手当引当金繰入額 632,159

その他 369,742

物件費等 8,721,953

物件費 5,194,924

維持補修費 60,789

減価償却費 3,400,777

その他 65,463

その他の業務費用 839,138

支払利息 300,369

徴収不能引当金繰入額 13,476

その他 525,293

移転費用 21,202,332

補助金等 12,224,142

社会保障給付 7,203,973

その他 924,221

経常収益 2,836,572

使用料及び手数料 973,331

その他 1,863,241

純経常行政コスト △ 33,389,174

臨時損失 6,050

災害復旧事業費 -

資産除売却損 5,961

損失補償等引当金繰入額 -

その他 89

臨時利益 1,369

資産売却益 22

その他 1,347

純行政コスト △ 33,393,855

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書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



（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 120,258,076 149,350,289 △ 29,092,283 70

純行政コスト（△） △ 33,393,855 △ 33,393,855 -

財源 39,916,718 39,916,718 -

税収等 23,361,227 23,361,227 -

国県等補助金 16,555,490 16,555,490 -

本年度差額 6,522,863 6,522,863 -

固定資産の変動（内部変動） 7,746,292 △ 7,746,292

有形固定資産等の増加 15,033,259 △ 15,033,259

有形固定資産等の減少 △ 3,434,511 3,434,511

貸付金・基金等の増加 6,683,441 △ 6,683,441

貸付金・基金等の減少 △ 10,535,896 10,535,896

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 △ 571,824 △ 571,824

本年度純資産変動額 5,949,253 7,744,507 △ 1,795,253 -

本年度末純資産残高 126,207,329 157,094,795 △ 30,887,537 70

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書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



（単位：千円）

金　　　額

【業務活動収支】

業務支出 31,947,072

業務費用支出 10,387,946

人件費支出 4,565,259

物件費等支出 5,241,507

支払利息支出 300,369

その他の支出 280,811

移転費用支出 21,559,126

補助金等支出 12,224,142

社会保障給付支出 7,203,973

その他の支出 1,281,015

業務収入 37,661,753

税収等収入 23,092,691

国県等補助金収入 12,909,737

使用料及び手数料収入 851,218

その他の収入 808,107

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 1,733

業務活動収支 5,716,342

【投資活動収支】

投資活動支出 21,634,403

公共施設等整備費支出 14,999,094

基金積立金支出 6,264,366

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 369,102

その他の支出 1,841

投資活動収入 14,814,938

国県等補助金収入 3,645,368

基金取崩収入 10,076,478

貸付金元金回収収入 450,076

資産売却収入 283,948

その他の収入 359,069

投資活動収支 △ 6,819,464

【財務活動収支】

財務活動支出 2,269,989

地方債等償還支出 2,269,989

その他の支出 -

財務活動収入 1,745,547

地方債等発行収入 1,699,363

その他の収入 46,184

財務活動収支 △ 524,442

本年度資金収支額 △ 1,627,564

前年度末資金残高 7,707,209

本年度末資金残高 6,079,646

前年度末歳計外現金残高 362

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 362

本年度末現金預金残高 6,080,008

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書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


