
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 27,678,720 固定負債 9,879,003

有形固定資産 25,535,302 地方債等 8,793,002
事業用資産 14,842,348 長期未払金 6,003

土地 1,559,373 退職手当引当金 847,458
立木竹 6,876,865 損失補償等引当金 -
建物 13,001,879 その他 232,540
建物減価償却累計額 △ 7,133,615 流動負債 1,128,022
工作物 871,655 1年内償還予定地方債等 868,281
工作物減価償却累計額 △ 333,809 未払金 140,298
船舶 - 未払費用 852
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 63,660
航空機 - 預り金 20,018
航空機減価償却累計額 - その他 34,913
その他 - 11,007,025
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 29,308,457

インフラ資産 10,392,148 余剰分（不足分） △ 10,218,569
土地 798,348 他団体出資等分 54,961
建物 115,826
建物減価償却累計額 △ 98,641
工作物 34,609,480
工作物減価償却累計額 △ 25,086,945
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 54,080

物品 1,437,302
物品減価償却累計額 △ 1,136,495

無形固定資産 33,333
ソフトウェア 33,221
その他 112

投資その他の資産 2,110,085
投資及び出資金 29,548

有価証券 3,344
出資金 10,876
その他 15,328

長期延滞債権 95,267
長期貸付金 -
基金 1,862,620

減債基金 -
その他 1,862,620

その他 125,215
徴収不能引当金 △ 2,564

流動資産 2,468,089
現金預金 444,883
未収金 96,797
短期貸付金 -
基金 1,640,252

財政調整基金 745,732
減債基金 894,519

棚卸資産 140,892
その他 146,908
徴収不能引当金 △ 1,643

繰延資産 5,066 19,144,849
30,151,875 30,151,875

※ 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

連結貸借対照表
（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 9,351,749
業務費用 4,577,513

人件費 1,160,578
職員給与費 1,043,223
賞与等引当金繰入額 60,461
退職手当引当金繰入額 3,446
その他 53,448

物件費等 3,269,716
物件費 1,286,940
維持補修費 359,798
減価償却費 1,053,187
その他 569,791

その他の業務費用 147,218
支払利息 67,290
徴収不能引当金繰入額 3,451
その他 76,477

移転費用 4,774,236
補助金等 4,281,705
社会保障給付 491,162
他会計への繰出金 -
その他 1,368

経常収益 1,342,587
使用料及び手数料 278,946
その他 1,063,640

純経常行政コスト 8,009,162
臨時損失 96,507

災害復旧事業費 44,203
資産除売却損 45,382
損失補償等引当金繰入額 -
その他 6,922

臨時利益 25,457
資産売却益 24,979
その他 478

純行政コスト 8,080,212

※ 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。

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 19,179,153 28,735,383 △ 9,606,991 50,761

純行政コスト（△） △ 8,080,212 △ 8,081,665 1,454

財源 7,326,963 7,324,940 2,023

税収等 5,391,495 5,391,495 -

国県等補助金 1,935,469 1,933,446 2,023

本年度差額 △ 753,248 △ 756,725 3,476

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 △ 47

無償所管換等 2,524

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 716,468

本年度純資産変動額 △ 34,303 573,074 △ 611,578 4,201

本年度末純資産残高 19,144,849 29,308,457 △ 10,218,569 54,961

※ 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。

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 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分


