
一般会計等 （単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 70,740,965 ※ 固定負債 36,854,291

有形固定資産 60,302,484 ※ 地方債 32,754,270
事業用資産 40,658,983 ※ 長期未払金 254,087

土地 16,987,542 退職手当引当金 3,517,199
立木竹 141,284 損失補償等引当金 264,976
建物 43,250,620 その他 63,759
建物減価償却累計額 △ 28,761,399 流動負債 3,196,320 ※

工作物 4,476,217 1年内償還予定地方債 2,690,641
工作物減価償却累計額 △ 3,566,378 未払金 137,081
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 262,904
航空機 - 預り金 74,120
航空機減価償却累計額 - その他 31,575
その他 19,045 40,050,610 ※

その他減価償却累計額 △ 14,360 【純資産の部】
建設仮勘定 8,126,411 固定資産等形成分 74,960,326

インフラ資産 17,205,532 余剰分（不足分） △ 38,774,384
土地 964,867
建物 360,036
建物減価償却累計額 △ 269,513
工作物 35,873,978
工作物減価償却累計額 △ 19,950,967
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 227,131

物品 5,287,462
物品減価償却累計額 △ 2,849,493

無形固定資産 24,671
ソフトウェア 24,671
その他 -

投資その他の資産 10,413,809 ※

投資及び出資金 6,358,643
有価証券 10,000
出資金 2,562,801
その他 3,785,842

投資損失引当金 -
長期延滞債権 331,796
長期貸付金 273,277
基金 3,475,672

減債基金 0
その他 3,475,672

その他 -
徴収不能引当金 △ 25,578

流動資産 5,495,587
現金預金 1,181,424
未収金 95,239
短期貸付金 76,302
基金 4,143,060 ※

財政調整基金 3,575,740
減債基金 567,319

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 437 36,185,942

76,236,552 76,236,552

※ 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。

貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



一般会計等 （単位：千円）

経常費用 25,118,969
業務費用 11,782,714

人件費 4,630,553 ※

職員給与費 3,239,383
賞与等引当金繰入額 262,904
退職手当引当金繰入額 970,160
その他 158,107

物件費等 6,677,671
物件費 4,333,724
維持補修費 335,867
減価償却費 2,007,191
その他 889

その他の業務費用 474,489
支払利息 227,971
徴収不能引当金繰入額 61,712
その他 184,806

移転費用 13,336,255
補助金等 5,007,340
社会保障給付 4,656,327
他会計への繰出金 3,663,831
その他 8,757

経常収益 1,050,195
使用料及び手数料 544,157
その他 506,038

純経常行政コスト △ 24,068,775 ※

臨時損失 237
災害復旧事業費 -
資産除売却損 237
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 18,950
資産売却益 18,950
その他 -

純行政コスト △ 24,050,062

※ 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



一般会計等 （単位：千円）

前年度末純資産残高 31,031,276 68,517,719 △ 37,486,443

純行政コスト（△） △ 24,050,062 △ 24,050,062

財源 23,454,576 23,454,576

税収等 17,786,828 17,786,828

国県等補助金 5,667,748 5,667,748

本年度差額 △ 595,485 ※ △ 595,485 ※

固定資産等の変動（内部変動） 6,536,829 △ 6,536,829

有形固定資産等の増加 10,399,113 △ 10,399,113

有形固定資産等の減少 △ 2,715,274 2,715,274

貸付金・基金等の増加 468,144 △ 468,144

貸付金・基金等の減少 △ 1,615,154 1,615,154

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 94,222 △ 94,222

その他 5,844,373 - 5,844,373

本年度純資産変動額 5,154,666 6,442,607 △ 1,287,942 ※

本年度末純資産残高 36,185,942 ※ 74,960,326 △ 38,774,384 ※

※ 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）



一般会計等 （単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 22,588,937 ※

業務費用支出 9,118,775
人件費支出 4,032,643
物件費等支出 4,682,494
支払利息支出 227,971
その他の支出 175,667

移転費用支出 13,470,162 ※

補助金等支出 5,141,246
社会保障給付支出 4,656,327
他会計への繰出支出 3,663,831
その他の支出 8,757

業務収入 24,099,238
税収等収入 17,796,913
国県等補助金収入 5,299,222
使用料及び手数料収入 543,195
その他の収入 459,908

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 1,510,301
【投資活動収支】

投資活動支出 6,408,506 ※

公共施設等整備費支出 5,920,521
基金積立金支出 337,371
投資及び出資金支出 150,613
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 2,015,892 ※

国県等補助金収入 368,526
基金取崩収入 1,406,134
貸付金元金回収収入 80,589
資産売却収入 19,644
その他の収入 141,000

投資活動収支 △ 4,392,614
【財務活動収支】

財務活動支出 2,793,328
地方債償還支出 2,765,766
その他の支出 27,562

財務活動収入 6,361,058
地方債発行収入 6,361,058
その他の収入 -

財務活動収支 3,567,730
685,417
421,887

1,107,305 ※

前年度末歳計外現金残高 72,867
本年度歳計外現金増減額 1,253
本年度末歳計外現金残高 74,120
本年度末現金預金残高 1,181,424 ※

※ 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


