
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 40,680,386 固定負債 9,757,741

有形固定資産 38,422,737 ※ 地方債 8,566,492
事業用資産 12,939,220 長期未払金 -

土地 4,327,042 退職手当引当金 1,191,249
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 17,782,588 その他 -
建物減価償却累計額 △ 10,072,216 流動負債 1,253,311
工作物 1,215,086 1年内償還予定地方債 1,128,553
工作物減価償却累計額 △ 339,168 未払金 10,277
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 87,676
航空機 - 預り金 26,805
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 79,660 11,011,052
その他減価償却累計額 △ 53,772 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 40,714,225

インフラ資産 25,322,229 ※ 余剰分（不足分） △ 10,833,022
土地 1,459,126
建物 304,226
建物減価償却累計額 △ 198,541
工作物 46,596,009
工作物減価償却累計額 △ 22,838,590
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 0

物品 890,665
物品減価償却累計額 △ 729,377

無形固定資産 45,428
ソフトウェア 0
その他 45,428

投資その他の資産 2,212,221 ※

投資及び出資金 1,797,510 ※

有価証券 49,611
出資金 1,747,898
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 68,976
長期貸付金 638
基金 350,462

減債基金 0
その他 350,462

その他 -
徴収不能引当金 △ 5,365

流動資産 211,869
現金預金 158,159
未収金 19,871
短期貸付金 0
基金 33,839

財政調整基金 20,534
減債基金 13,305

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 - 29,881,203

40,892,255 40,892,255

※ 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

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（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 7,221,159 ※

業務費用 4,476,453 ※

人件費 1,464,242
職員給与費 1,091,013
賞与等引当金繰入額 87,676
退職手当引当金繰入額 62,386
その他 223,167

物件費等 2,897,414
物件費 1,434,821
維持補修費 39,196
減価償却費 1,421,413
その他 1,984

その他の業務費用 114,797 ※

支払利息 84,922
徴収不能引当金繰入額 6,539
その他 23,337

移転費用 2,744,706
補助金等 1,324,802
社会保障給付 645,662
他会計への繰出金 724,278
その他 49,964

経常収益 337,224 ※

使用料及び手数料 118,615
その他 218,610

純経常行政コスト 6,883,935
臨時損失 68,505

災害復旧事業費 41,830
資産除売却損 26,675
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 8,107
資産売却益 8,107
その他 -

純行政コスト 6,944,332 ※

※ 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。

行政行政行政行政コストコストコストコスト計算書計算書計算書計算書
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 30,649,655 42,044,784 △ 11,395,129

純行政コスト（△） △ 6,944,332 △ 6,944,332

財源 6,317,889 6,317,889

税収等 4,967,061 4,967,061

国県等補助金 1,350,828 1,350,828

本年度差額 △ 626,443 △ 626,443

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,214,317 ※ 1,214,317 ※

有形固定資産等の増加 306,532 △ 306,532

有形固定資産等の減少 △ 1,434,848 1,434,848

貸付金・基金等の増加 163,241 △ 163,241

貸付金・基金等の減少 △ 249,243 249,243

資産評価差額 12,229 12,229

無償所管換等 △ 131,488 △ 131,488

その他 △ 22,749 3,018 △ 25,767

本年度純資産変動額 △ 768,452 ※ △ 1,330,559 ※ 562,107

本年度末純資産残高 29,881,203 40,714,225 △ 10,833,022

※ 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。

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
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 5,892,476 ※

業務費用支出 2,975,585 ※

人件費支出 1,391,326
物件費等支出 1,485,752
支払利息支出 84,922
その他の支出 13,586

移転費用支出 2,916,890 ※

補助金等支出 1,496,987
社会保障給付支出 645,662
他会計への繰出支出 724,278
その他の支出 49,964

業務収入 6,558,314 ※

税収等収入 4,966,577
国県等補助金収入 1,253,921
使用料及び手数料収入 119,290
その他の収入 218,525

臨時支出 44,247
災害復旧事業費支出 44,247
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 621,591
【投資活動収支】

投資活動支出 482,966 ※

公共施設等整備費支出 306,532
基金積立金支出 117,241
投資及び出資金支出 13,192
貸付金支出 46,000
その他の支出 -

投資活動収入 356,277
国県等補助金収入 96,907
基金取崩収入 202,818
貸付金元金回収収入 46,425
資産売却収入 10,127
その他の収入 -

投資活動収支 △ 126,689
【財務活動収支】

財務活動支出 1,123,309
地方債償還支出 1,123,309
その他の支出 -

財務活動収入 610,653
地方債発行収入 610,653
その他の収入 -

財務活動収支 △ 512,656
△ 17,754

149,108
131,354

前年度末歳計外現金残高 27,653
本年度歳計外現金増減額 △ 848
本年度末歳計外現金残高 26,805
本年度末現金預金残高 158,159

※ 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

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
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


