
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 43,903,159 ※ 固定負債 13,740,537

有形固定資産 42,622,324 地方債等 11,309,853
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 1,272,887
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 17,782,588 その他 1,157,797
建物減価償却累計額 △ 10,072,216 流動負債 1,497,434
工作物 1,215,086 1年内償還予定地方債等 1,353,520
工作物減価償却累計額 △ 339,168 未払金 13,394
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 28
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 96,501
航空機 - 預り金 33,991
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 79,660 15,237,971
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 43,936,998

インフラ資産 29,467,780 余剰分（不足分） △ 14,040,027
土地 1,552,110
建物 1,530,133
建物減価償却累計額 △ 413,609
工作物 53,401,982
工作物減価償却累計額 △ 26,620,848
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 18,012

物品 1,323,974
物品減価償却累計額 △ 1,108,650

無形固定資産 45,648
ソフトウェア 0
その他 45,648

投資その他の資産 1,235,187 ※

投資及び出資金 625,157
有価証券 49,611
出資金 575,546
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 114,664
長期貸付金 638
基金 503,636

減債基金 0
その他 503,636

その他 -
徴収不能引当金 △ 8,907

流動資産 1,231,783
現金預金 1,128,101
未収金 65,081
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 4,762
その他 -
徴収不能引当金 -

繰延資産 - 29,896,971
45,134,942 45,134,942

※ 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

全体貸借対照表全体貸借対照表全体貸借対照表全体貸借対照表
（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 11,509,710 ※

業務費用 5,343,323 ※

人件費 1,590,129 ※

職員給与費 1,197,647
賞与等引当金繰入額 96,501
退職手当引当金繰入額 66,680
その他 229,300

物件費等 3,509,678
物件費 1,863,640
維持補修費 47,886
減価償却費 1,596,022
その他 2,130

その他の業務費用 243,516 ※

支払利息 141,319
徴収不能引当金繰入額 11,420
その他 90,776

移転費用 6,166,387 ※

補助金等 5,464,992
社会保障給付 648,584
他会計への繰出金 0
その他 52,810

経常収益 834,351
使用料及び手数料 589,073
その他 245,278

純経常行政コスト 10,675,359
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 6,632
資産売却益 6,632
その他 -

純行政コスト 10,737,231 ※

※ 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。

全体行政全体行政全体行政全体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 30,355,611 46,294,401 △ 15,938,790

純行政コスト（△） △ 10,737,231 △ 10,737,231

財源 10,419,615 ※ 10,419,615 ※

税収等 7,432,232 7,432,232

国県等補助金 2,987,384 2,987,384

本年度差額 △ 317,616 △ 317,616

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,009,149 ※ 1,009,149 ※

有形固定資産等の増加 557,779 △ 557,779

有形固定資産等の減少 △ 1,459,930 1,459,930

貸付金・基金等の増加 163,244 △ 163,244

貸付金・基金等の減少 △ 270,243 270,243

資産評価差額 12,229 12,229

無償所管換等 △ 131,979 △ 131,979

その他 △ 21,274 △ 1,228,503 1,207,229

本年度純資産変動額 △ 458,640 △ 2,357,403 ※ 1,898,762

本年度末純資産残高 29,896,971 ※ 43,936,998 △ 14,040,027 ※

※ 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。

全体純資産変動計算書全体純資産変動計算書全体純資産変動計算書全体純資産変動計算書
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 10,065,772

業務費用支出 3,715,558
人件費支出 1,512,216
物件費等支出 1,984,648
支払利息支出 141,229
その他の支出 77,465

移転費用支出 6,350,215 ※

補助金等支出 5,648,820
社会保障給付支出 648,584
他会計への繰出支出 0
その他の支出 52,810

業務収入 10,966,448
税収等収入 7,427,613
国県等補助金収入 2,704,190
使用料及び手数料収入 589,452
その他の収入 245,193

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 856,429
【投資活動収支】

投資活動支出 719,549 ※

公共施設等整備費支出 556,304
基金積立金支出 117,244
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 46,000
その他の支出 -

投資活動収入 562,089
国県等補助金収入 283,194
基金取崩収入 223,818
貸付金元金回収収入 46,425
資産売却収入 8,652
その他の収入 0

投資活動収支 △ 157,460
【財務活動収支】

財務活動支出 1,367,592
地方債償還支出 1,350,992
その他の支出 16,600

財務活動収入 748,853
地方債発行収入 748,853
その他の収入 0

財務活動収支 △ 618,740 ※

80,230 ※

1,021,066
1,101,296

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 1,128,101

※ 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。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体資金収支計算書全体資金収支計算書全体資金収支計算書全体資金収支計算書
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


