
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 25,479,953 固定負債 8,882,146

有形固定資産 23,703,705 地方債 8,066,100
事業用資産 14,036,659 長期未払金 4,108

土地 1,516,301 退職手当引当金 803,938
立木竹 6,872,876 損失補償等引当金 8,000
建物 10,999,491 その他 -
建物減価償却累計額 △ 5,887,698 流動負債 830,984
工作物 856,145 1年内償還予定地方債 760,232
工作物減価償却累計額 △ 320,456 未払金 19,995
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 50,757
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 9,713,130
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 27,063,796

インフラ資産 9,567,157 余剰分（不足分） △ 9,536,157
土地 797,680
建物 67,187
建物減価償却累計額 △ 59,748
工作物 31,009,363
工作物減価償却累計額 △ 22,247,326
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 811,929
物品減価償却累計額 △ 712,040

無形固定資産 33,180
ソフトウェア 33,180
その他 0

投資その他の資産 1,743,068
投資及び出資金 143,767

有価証券 6,844
出資金 47,808
その他 89,115

投資損失引当金 -
長期延滞債権 65,955
長期貸付金 -
基金 1,409,914

減債基金 -
その他 1,409,914

その他 125,171
徴収不能引当金 △ 1,738

流動資産 1,760,815
現金預金 61,070
未収金 7,233
短期貸付金 -
基金 1,583,842

財政調整基金 689,323
減債基金 894,519

棚卸資産 -
その他 109,185
徴収不能引当金 △ 515 17,527,638

27,240,768 27,240,768

※ 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 5,124,179
業務費用 3,199,027

人件費 790,504
職員給与費 699,264
賞与等引当金繰入額 50,757
退職手当引当金繰入額 -
その他 40,483

物件費等 2,327,068
物件費 1,045,744
維持補修費 348,295
減価償却費 930,834
その他 2,195

その他の業務費用 81,455
支払利息 54,131
徴収不能引当金繰入額 2,253
その他 25,071

移転費用 1,925,152
補助金等 1,085,846
社会保障給付 490,894
他会計への繰出金 347,769
その他 643

経常収益 226,251
使用料及び手数料 88,276
その他 137,975

純経常行政コスト 4,897,928
臨時損失 89,250

災害復旧事業費 44,203
資産除売却損 43,197
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 1,850
その他 -

臨時利益 19,749
資産売却益 19,749
その他 -

純行政コスト 4,967,429

※ 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 18,411,414 27,313,809 △ 8,902,394

純行政コスト（△） △ 4,967,429 △ 4,967,429

財源 4,084,132 4,084,132

税収等 3,308,105 3,308,105

国県等補助金 776,027 776,027

本年度差額 △ 883,297 △ 883,297

固定資産等の変動（内部変動） △ 249,535 249,535

有形固定資産等の増加 1,265,957 △ 1,265,957

有形固定資産等の減少 △ 1,061,578 1,061,578

貸付金・基金等の増加 325,492 △ 325,492

貸付金・基金等の減少 △ 779,405 779,405

資産評価差額 △ 47 △ 47

無償所管換等 △ 432 △ 432

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 883,776 △ 250,013 △ 633,763

本年度末純資産残高 17,527,638 27,063,796 △ 9,536,157

※ 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 4,208,506

業務費用支出 2,283,354
人件費支出 789,303
物件費等支出 1,423,413
支払利息支出 54,131
その他の支出 16,508

移転費用支出 1,925,152
補助金等支出 1,085,846
社会保障給付支出 490,894
他会計への繰出支出 347,769
その他の支出 643

業務収入 4,108,364
税収等収入 3,317,815
国県等補助金収入 573,674
使用料及び手数料収入 86,900
その他の収入 129,975

臨時支出 44,203
災害復旧事業費支出 44,203
その他の支出 -

臨時収入 18,062
業務活動収支 △ 126,284
【投資活動収支】

投資活動支出 1,617,342
公共施設等整備費支出 1,189,191
基金積立金支出 406,227
投資及び出資金支出 21,924
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 1,096,974
国県等補助金収入 184,291
基金取崩収入 873,682
貸付金元金回収収入 -
資産売却収入 39,001
その他の収入 -

投資活動収支 △ 520,368
【財務活動収支】

財務活動支出 580,900
地方債償還支出 577,292
その他の支出 3,608

財務活動収入 1,202,671
地方債発行収入 1,202,671
その他の収入 -

財務活動収支 621,771
△ 24,881

85,950
61,070

前年度末歳計外現金残高 0
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 0
本年度末現金預金残高 61,070

※ 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


