
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 193,604,975 固定負債 35,178,103

有形固定資産 172,902,675 地方債 30,159,862
事業用資産 109,491,573 長期未払金 65,510

土地 72,330,291 退職手当引当金 4,919,727
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 91,894,708 その他 33,004
建物減価償却累計額 △ 57,067,792 流動負債 3,993,622
工作物 8,499,373 1年内償還予定地方債 3,225,384
工作物減価償却累計額 △ 7,160,310 未払金 49,838
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 384,859
航空機 - 預り金 333,541
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 39,171,726 ※

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 995,303 固定資産等形成分 199,161,258

インフラ資産 62,557,783 余剰分（不足分） △ 35,463,051
土地 23,407,726
建物 1,830,442
建物減価償却累計額 △ 467,521
工作物 109,361,551
工作物減価償却累計額 △ 71,795,950
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 221,535

物品 4,657,664
物品減価償却累計額 △ 3,804,345

無形固定資産 308,746
ソフトウェア 308,746
その他 -

投資その他の資産 20,393,554
投資及び出資金 2,231,450

有価証券 109,423
出資金 2,122,027
その他 0

投資損失引当金 △ 7,500
長期延滞債権 307,117
長期貸付金 24,251
基金 17,856,534

減債基金 4,857,222
その他 12,999,312

その他 -
徴収不能引当金 △ 18,298

流動資産 9,264,957
現金預金 3,538,915
未収金 178,660
短期貸付金 2,134
基金 5,554,148

財政調整基金 5,176,078
減債基金 378,070

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 8,900 163,698,207

202,869,932 202,869,932 ※

※ 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

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 32,327,772 ※

業務費用 19,616,955
人件費 6,301,571

職員給与費 4,929,998
賞与等引当金繰入額 384,859
退職手当引当金繰入額 417,757
その他 568,957

物件費等 12,876,002
物件費 8,348,638
維持補修費 13,648
減価償却費 4,499,398
その他 14,318

その他の業務費用 439,382
支払利息 241,462
徴収不能引当金繰入額 18,298
その他 179,622

移転費用 12,710,818
補助金等 3,008,260
社会保障給付 6,215,175
他会計への繰出金 3,482,525
その他 4,858

経常収益 2,241,531
使用料及び手数料 1,244,815
その他 996,716

純経常行政コスト △ 30,086,241
臨時損失 11,991

災害復旧事業費 -
資産除売却損 11,991
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 78,131
資産売却益 78,131
その他 -

純行政コスト △ 30,020,101

※ 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。

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 163,802,662 201,070,445 △ 37,267,783

純行政コスト（△） △ 30,020,101 △ 30,020,101

財源 30,327,504 30,327,504

税収等 23,980,783 23,980,783

国県等補助金 6,346,721 6,346,721

本年度差額 307,403 307,403

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,503,206 1,503,206

有形固定資産等の増加 2,623,117 △ 2,623,117

有形固定資産等の減少 △ 4,452,178 4,452,178

貸付金・基金等の増加 3,964,407 △ 3,964,407

貸付金・基金等の減少 △ 3,638,552 3,638,552

資産評価差額 13,021 13,021

無償所管換等 △ 419,003 △ 419,003

その他 △ 5,876 - △ 5,876

本年度純資産変動額 △ 104,455 △ 1,909,187 ※ 1,804,732 ※

本年度末純資産残高 163,698,207 199,161,258 △ 35,463,051

※ 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。

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 27,957,854 ※

業務費用支出 15,237,426
人件費支出 6,454,251
物件費等支出 8,385,183
支払利息支出 241,462
その他の支出 156,530

移転費用支出 12,720,428 ※

補助金等支出 3,017,871
社会保障給付支出 6,215,175
他会計への繰出支出 3,482,525
その他の支出 4,858

業務収入 32,063,201
税収等収入 24,004,497
国県等補助金収入 5,816,807
使用料及び手数料収入 1,247,027
その他の収入 994,870

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 4,105,347
【投資活動収支】

投資活動支出 5,482,417
公共施設等整備費支出 2,675,045
基金積立金支出 2,739,772
投資及び出資金支出 1,000
貸付金支出 66,600
その他の支出 -

投資活動収入 2,995,514
国県等補助金収入 529,913
基金取崩収入 2,146,627
貸付金元金回収収入 68,437
資産売却収入 250,537
その他の収入 -

投資活動収支 △ 2,486,903
【財務活動収支】

財務活動支出 3,423,265
地方債償還支出 3,421,441
その他の支出 1,824

財務活動収入 2,282,771
地方債発行収入 2,282,000
その他の収入 771

財務活動収支 △ 1,140,494
477,950

2,727,424
3,205,374

前年度末歳計外現金残高 372,120
本年度歳計外現金増減額 △ 38,579
本年度末歳計外現金残高 333,541
本年度末現金預金残高 3,538,915

※ 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

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


