
 

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 1,659,099,005 ※ 固定負債 1,531,196,321

有形固定資産 1,423,460,182 ※ 地方債 1,328,741,307

事業用資産 338,814,172 ※ 長期未払金 1,552,578

土地 138,024,198 退職手当引当金 197,692,386

立木竹 13,948,846 損失補償等引当金 9,522

建物 424,129,296 その他 3,200,528

建物減価償却累計額 △ 259,983,086 流動負債 129,240,312

工作物 92,244,665 1年内償還予定地方債 113,360,098

工作物減価償却累計額 △ 72,604,683 未払金 622,187

船舶 3,855,381 未払費用 -

船舶減価償却累計額 △ 3,349,049 前受金 461,636

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 12,677,949

航空機 1,678,320 預り金 2,118,442

航空機減価償却累計額 △ 335,664 その他 -

その他 - 1,660,436,633

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 1,205,947 固定資産等形成分 1,671,815,379

インフラ資産 1,073,092,173 余剰分（不足分） △ 1,644,079,632

土地 197,742,993

建物 5,164,804

建物減価償却累計額 △ 3,603,648

工作物 1,867,003,116

工作物減価償却累計額 △ 998,682,835

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 5,467,743

物品 14,867,166

物品減価償却累計額 △ 3,313,330

無形固定資産 2,204,732

ソフトウェア 2,190,852

その他 13,880

投資その他の資産 233,434,091

投資及び出資金 152,760,061

有価証券 2,274,742

出資金 150,485,319

その他 -

投資損失引当金 △ 110,851

長期延滞債権 10,026,347

長期貸付金 28,453,321

基金 42,546,368

減債基金 23,366,670

その他 19,179,698

その他 -

徴収不能引当金 △ 241,155

流動資産 29,073,376 ※

現金預金 14,871,007

未収金 1,946,814

短期貸付金 6,136,855

基金 6,579,520

財政調整基金 6,579,520

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -

徴収不能引当金 △ 460,819 27,735,747

1,688,172,381 1,688,172,381 ※

※ 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 636,381,449 ※

業務費用 399,145,938
人件費 230,214,768

職員給与費 184,287,192
賞与等引当金繰入額 12,677,949
退職手当引当金繰入額 28,635,729
その他 4,613,898

物件費等 106,005,489
物件費 33,292,672
維持補修費 16,319,175
減価償却費 55,742,142
その他 651,500

その他の業務費用 62,925,681
支払利息 11,105,304
徴収不能引当金繰入額 639,507
その他 51,180,870

移転費用 237,235,511 ※

補助金等 222,473,598
社会保障給付 11,980,443
他会計への繰出金 2,395,064
その他 386,407

経常収益 20,517,191
使用料及び手数料 10,000,627
その他 10,516,564

純経常行政コスト 615,864,258
臨時損失 6,415,671 ※

災害復旧事業費 3,908,224
資産除売却損 466,183
投資損失引当金繰入額 59,852
損失補償等引当金繰入額 -
その他 1,981,411

臨時利益 10,414,693
資産売却益 582,187
その他 9,832,506

純行政コスト 611,865,235 ※

※ 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 78,223,251 1,701,929,098 △ 1,623,705,847

純行政コスト（△） △ 611,865,235 △ 611,865,235

財源 561,177,055 ※ 561,177,055 ※

税収等 480,624,909 480,624,909

国県等補助金 80,552,145 80,552,145

本年度差額 △ 50,688,180 △ 50,688,180

固定資産等の変動（内部変動） △ 30,314,395 30,314,395

有形固定資産等の増加 19,309,303 △ 19,309,303

有形固定資産等の減少 △ 49,983,620 49,983,620

貸付金・基金等の増加 22,420,617 △ 22,420,617

貸付金・基金等の減少 △ 22,060,695 22,060,695

資産評価差額 394,875 394,875

無償所管換等 △ 194,199 △ 194,199

その他 - - -

本年度純資産変動額 △ 50,487,504 ※ △ 30,113,718 ※ △ 20,373,785

本年度末純資産残高 27,735,747 ※ 1,671,815,379 ※ △ 1,644,079,632

※ 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 572,003,239 ※

業務費用支出 334,099,037
人件費支出 221,549,515
物件費等支出 50,348,427
支払利息支出 11,105,304
その他の支出 51,095,791

移転費用支出 237,904,202 ※

補助金等支出 223,142,289
社会保障給付支出 11,980,443
他会計への繰出支出 2,395,064
その他の支出 386,407

業務収入 546,453,511 ※

税収等収入 480,746,080
国県等補助金収入 45,400,886
使用料及び手数料収入 9,999,820
その他の収入 10,306,724

臨時支出 4,042,321
災害復旧事業費支出 3,908,224
その他の支出 134,097

臨時収入 2,814,042
業務活動収支 △ 26,778,006
【投資活動収支】

投資活動支出 42,923,035
公共施設等整備費支出 19,309,303
基金積立金支出 16,666,592
投資及び出資金支出 1,193,115
貸付金支出 5,754,025
その他の支出 -

投資活動収入 55,464,483
国県等補助金収入 32,515,501
基金取崩収入 14,434,085
貸付金元金回収収入 7,626,610
資産売却収入 888,287
その他の収入 -

投資活動収支 12,541,448
【財務活動収支】

財務活動支出 168,659,814
地方債償還支出 168,066,448
その他の支出 593,366

財務活動収入 180,109,516
地方債発行収入 180,109,516
その他の収入 -

財務活動収支 11,449,702
△ 2,786,856

15,539,421

12,752,565 ※

前年度末歳計外現金残高 1,729,006
本年度歳計外現金増減額 389,436
本年度末歳計外現金残高 2,118,442

本年度末現金預金残高 14,871,007

※ 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

 


