
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 71,198,851 固定負債 39,184,168

有形固定資産 68,045,994 地方債 34,091,709
事業用資産 60,279,467 長期未払金 0

土地 30,840,193 退職手当引当金 4,681,091
立木竹 0 損失補償等引当金 0
建物 55,387,922 その他 411,368
建物減価償却累計額 △ 26,588,388 流動負債 5,709,580 ※

工作物 1,168,861 1年内償還予定地方債 4,478,950
工作物減価償却累計額 △ 564,848 未払金 0
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 335,791
航空機 0 預り金 717,875
航空機減価償却累計額 0 その他 176,963
その他 0 44,893,748
その他減価償却累計額 0 【純資産の部】
建設仮勘定 35,727 固定資産等形成分 74,931,187

インフラ資産 6,684,659 余剰分（不足分） △ 43,985,022
土地 4,570,242
建物 0
建物減価償却累計額 0
工作物 12,387,268
工作物減価償却累計額 △ 10,272,851
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 0

物品 2,958,287
物品減価償却累計額 △ 1,876,419

無形固定資産 9,251
ソフトウェア 9,251
その他 0

投資その他の資産 3,143,606
投資及び出資金 561,926

有価証券 0
出資金 561,926
その他 0

投資損失引当金 0
長期延滞債権 575,392
長期貸付金 15,215
基金 2,082,581

減債基金 12,653
その他 2,069,928

その他 0
徴収不能引当金 △ 91,508

流動資産 4,641,062
現金預金 778,562
未収金 153,958
短期貸付金 1,440
基金 3,730,896

財政調整基金 3,658,027
減債基金 72,869

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 △ 23,794 30,946,166 ※

75,839,913 75,839,913 ※

※ 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 35,241,438 ※

業務費用 14,270,955 ※

人件費 5,136,958 ※

職員給与費 4,164,868
賞与等引当金繰入額 335,791
退職手当引当金繰入額 344,086
その他 292,212

物件費等 8,598,988
物件費 6,733,406
維持補修費 190,634
減価償却費 1,674,948
その他 -

その他の業務費用 535,008
支払利息 326,245
徴収不能引当金繰入額 78,916
その他 129,847

移転費用 20,970,484
補助金等 4,936,549
社会保障給付 11,399,278
他会計への繰出金 4,629,113
その他 5,544

経常収益 1,048,822 ※

使用料及び手数料 602,010
その他 446,811

純経常行政コスト △ 34,192,617 ※

臨時損失 44,254
災害復旧事業費 -
資産除売却損 44,151
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 103

臨時利益 175,877 ※

資産売却益 15,358
その他 160,520

純行政コスト △ 34,060,994

※ 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 30,564,128 75,093,522 △ 44,529,394

純行政コスト（△） △ 34,060,994 △ 34,060,994

財源 34,443,031 34,443,031

税収等 23,229,472 23,229,472

国県等補助金 11,213,559 11,213,559

本年度差額 382,037 382,037

固定資産等の変動（内部変動） △ 162,335 ※ 162,335 ※

有形固定資産等の増加 1,783,437 △ 1,783,437

有形固定資産等の減少 △ 2,061,039 2,061,039

貸付金・基金等の増加 648,235 △ 648,235

貸付金・基金等の減少 △ 532,967 532,967

資産評価差額 - -

無償所管換等 - -

その他 - - -

本年度純資産変動額 382,037 △ 162,335 544,372

本年度末純資産残高 30,946,166 ※ 74,931,187 △ 43,985,022

※ 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
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 33,244,252

業務費用支出 12,273,768
人件費支出 4,894,277
物件費等支出 6,924,040
支払利息支出 326,245
その他の支出 129,206

移転費用支出 20,970,484
補助金等支出 4,936,549
社会保障給付支出 11,399,278
他会計への繰出支出 4,629,113
その他の支出 5,544

業務収入 35,393,112 ※

税収等収入 23,493,688
国県等補助金収入 10,922,067
使用料及び手数料収入 602,753
その他の収入 374,603

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 2,148,860
【投資活動収支】

投資活動支出 1,710,055
公共施設等整備費支出 1,020,934
基金積立金支出 689,121
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 699,919 ※

国県等補助金収入 96,028
基金取崩収入 537,843
貸付金元金回収収入 1,426
資産売却収入 64,442
その他の収入 181

投資活動収支 △ 1,010,135 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 4,215,593

地方債償還支出 4,036,133
その他の支出 179,460

財務活動収入 2,590,900
地方債発行収入 2,590,900
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,624,693
△ 485,969 ※

546,655
60,687 ※

前年度末歳計外現金残高 710,091
本年度歳計外現金増減額 7,784
本年度末歳計外現金残高 717,875
本年度末現金預金残高 778,562

※ 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


