
（単位：千円）

金額 金額

【負債の部】

固定資産 124,813,640 固定負債 26,662,563

有形固定資産 96,876,148 地方債等 25,038,488

事業用資産 37,454,396 長期未払金 229,993

土地 15,609,591 退職手当引当金 1,394,083

立木竹 169,743 損失補償等引当金 －

建物 59,387,462 その他 －

建物減価償却累計額 △ 38,707,089 流動負債 3,144,287

工作物 582,051 １年内償還予定地方債等 2,801,578

工作物減価償却累計額 △ 95,741 未払金 114,624

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 177,110

航空機 － 預り金 50,975

航空機減価償却累計額 － その他 －

その他 887,732 29,806,850

その他減価償却累計額 △ 561,453 【純資産の部】

建設仮勘定 182,100 固定資産等形成分 130,707,319

インフラ資産 57,633,219 余剰分（不足分） △ 28,499,572

土地 16,028,919

建物 1,382,101

建物減価償却累計額 △ 847,474

工作物 95,761,240

工作物減価償却累計額 △ 54,691,567

その他 －

その他減価償却累計額 －

建設仮勘定 －

物品 2,690,959

物品減価償却累計額 △ 902,425

無形固定資産 340,182

ソフトウェア －

その他 340,182

投資その他の資産 27,597,310

投資及び出資金 16,556,045

有価証券 89,852

出資金 272,714

その他 16,193,479

投資損失引当金 4,785

長期延滞債権 410,168

長期貸付金 188,289

基金 10,486,976

減債基金 3,416,639

その他 7,070,337

その他 －

徴収不能引当金 △ 48,954

流動資産 7,200,959

現金預金 1,252,362

未収金 61,243

短期貸付金 －

基金 5,893,680

財政調整基金 5,893,680

減債基金 －

棚卸資産 －

その他 －

徴収不能引当金 △ 6,326

繰延資産 － 102,207,748

132,014,598 132,014,598

（平成30年３月31日現在）

一般会計等貸借対照表

負債合計

資産合計 負債及び純資産合計

純資産合計

【資産の部】

科目 科目



（単位：千円）

金額

27,814,401

12,044,219

3,383,654

職員給与費 2,885,693

賞与等引当金繰入額 177,110

退職手当引当金繰入額 －

その他 320,851

7,987,183

物件費 2,938,547

維持補修費 1,577,879

減価償却費 3,354,281

その他 116,476

その他の業務費用 673,382

支払利息 266,815

徴収不能引当金繰入額 98,674

その他 307,893

15,770,182

6,258,307

5,031,827

4,452,567

27,481

454,263

239,554

214,709

27,360,138

474,053

473,574

0

0

－

479

2,946

1,872

1,074

27,831,245純行政コスト

一般会計等行政コスト計算書
自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

その他

補助金等

科目

その他

臨時利益

資産売却益

経常費用

業務費用

人件費

物件費等

移転費用



（単位：千円）

前年度末純資産残高 102,681,400 130,785,445 △ 28,104,046

純行政コスト（△） △ 27,831,245 △ 27,831,245

財源 27,357,593 27,357,593

税収等 19,210,569 19,210,569

国県等補助金 8,147,024 8,147,024

本年度差額 △ 473,652 △ 473,652

固定資産等の変動（内部変動） △ 78,126 78,126

有形固定資産等の増加 1,657,893 △ 1,657,893

有形固定資産等の減少 △ 3,226,141 3,226,141

貸付金・基金等の増加 1,508,066 △ 1,508,066

貸付金・基金等の減少 △ 17,944 17,944

資産評価差額 0 0

無償所管換等 0 0

その他 0 0 －

本年度純資産変動額 △ 473,652 △ 78,126 △ 395,526

本年度末純資産残高 102,207,748 130,707,319 △ 28,499,572

一般会計等純資産変動計算書
自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

余剰分
（不足分）

固定資産
等形成分

科目 合計



（単位：千円）

金額

業務支出 22,155,268
業務費用支出 7,113,956

人件費支出 3,391,196
物件費等支出 3,254,703
支払利息支出 266,815
その他の支出 201,242

移転費用支出 15,041,312
補助金等支出 6,258,307
社会保障給付支出 5,031,827
他会計への繰出支出 3,723,697
その他の支出 27,481

業務収入 27,481,816
税収等収入 19,273,256
国県等補助金収入 7,809,250
使用料及び手数料収入 239,482
その他の収入 159,828

臨時支出 473,574
災害復旧事業費支出 473,574
その他の支出 －

臨時収入 1,074
4,854,049

投資活動支出 6,680,515
公共施設等整備費支出 3,075,266
基金積立金支出 2,364,719
投資及び出資金支出 759,538
貸付金支出 480,992
その他の支出 －

投資活動収入 1,324,512
国県等補助金収入 350,134
基金取崩収入 828,674
貸付金元金回収収入 143,672
資金売却収入 2,032
その他の収入 －

△ 5,356,003
【財務活動収支】

財務活動支出 2,989,031
地方債等償還支出 2,989,031
その他の支出 －

財務活動収入 2,886,300
地方債等発行収入 2,886,300
その他の収入 －

△ 102,731
本年度資金収支額 △ 604,685
前年度末資金残高 1,806,072
本年度末資金残高 1,201,386

前年度末歳計外現金残高 54,709
本年度歳計外現金増減額 △ 3,734
本年度末歳計外現金残高 50,975
本年度末現金預金残高 1,252,362

【投資活動収支】

【業務活動収支】

投資活動収支

財務活動収支

一般会計等資金収支計算書
自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

科目

業務活動収支



（単位：千円）

金額 金額

固定資産 172,348,144 【負債の部】固定負債 81,316,440

有形固定資産 160,037,624 地方債等 63,022,090

事業用資産 46,599,354 長期未払金 242,947

土地 15,785,246 退職手当引当金 2,971,973

立木竹 169,743 損失補償等引当金 －

建物 74,097,500 その他 15,079,430

建物減価償却累計額 △ 44,539,965 流動負債 8,211,270

工作物 863,124 １年内償還予定地方債等 6,707,578

工作物減価償却累計額 △ 286,089 未払金 827,528

船舶 － 未払費用 －

船舶減価償却累計額 － 前受金 8,249

浮標等 － 前受収益 －

浮標等減価償却累計額 － 賞与等引当金 426,799

航空機 － 預り金 96,915

航空機減価償却累計額 － その他 144,201

その他 907,450 89,527,710

その他減価償却累計額 △ 579,755 【純資産の部】

建設仮勘定 182,100 固定資産等形成分 195,074,163

インフラ資産 107,515,479 余剰分（不足分） △ 100,652,880

土地 16,495,605

建物 5,352,984

建物減価償却累計額 △ 2,496,705

工作物 166,981,621

工作物減価償却累計額 △ 79,125,456

その他 －

その他減価償却累計額 －

建設仮勘定 307,430

物品 17,893,209

物品減価償却累計額 △ 11,970,417

無形固定資産 348,358

ソフトウェア 4,110

その他 344,248

投資その他の資産 11,962,162

投資及び出資金 362,966

有価証券 89,852

出資金 273,114

その他 －

投資損失引当金 4,785

長期延滞債権 940,212

長期貸付金 188,289

基金 10,486,976

減債基金 3,416,639

その他 7,070,337

その他 －

徴収不能引当金 △ 21,067

流動資産 11,920,441

現金預金 3,616,182

未収金 1,676,804

短期貸付金 75,000

基金 6,457,539

財政調整基金 6,457,539

減債基金 －

棚卸資産 119,505

その他 －

徴収不能引当金 △ 24,589

繰延資産 － 94,421,283

184,268,585 183,948,992資産合計 負債及び純資産合計

純資産合計

全体貸借対照表
（平成30年３月31日現在）

科目 科目

負債合計



（単位：千円）

金額

51,817,856
24,765,362
7,789,888

職員給与費 6,998,448
賞与等引当金繰入額 426,799
退職手当引当金繰入額 4,868
その他 359,773

15,084,485
物件費 7,037,794
維持補修費 1,805,901
減価償却費 6,100,650
その他 140,140

その他の業務費用 1,890,989
支払利息 1,043,164
徴収不能引当金繰入額 161,699
その他 686,126

27,052,494
20,988,185
5,036,799
1,000,031

27,481
10,089,597
9,403,609
685,989

41,728,259
503,275
473,574
18,455

0
－

11,247
204,680
1,872

202,808
42,026,853純行政コスト

補助金等

全体行政コスト計算書
自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

科目

経常費用
業務費用

人件費

物件費等

移転費用

損失補償等引当金繰入額

社会保障給付
他会計への繰出金
その他

経常収益
使用料及び手数料
その他

純経常行政コスト
臨時損失

災害復旧事業費

その他

資産除売却損
投資損失引当金繰入額

その他
臨時利益

資産売却益



（単位：千円）

前年度末純資産残高 94,886,013 196,413,471 △ 101,527,458

純行政コスト（△） △ 42,026,853 △ 42,026,853

財源 41,592,572 41,592,572

税収等 22,902,810 22,902,810

国県等補助金 18,689,762 18,689,762

本年度差額 △ 434,281 △ 434,281

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,308,859 1,308,859

有形固定資産等の増加 2,899,758 △ 2,899,758

有形固定資産等の減少 △ 5,774,071 5,774,071

貸付金・基金等の増加 1,727,624 △ 1,727,624

貸付金・基金等の減少 △ 162,170 162,170

資産評価差額 0 0

無償所管換等 35,304 35,304

その他 △ 65,753 △ 65,753 －

本年度純資産変動額 △ 464,730 △ 1,339,308 2,637,735

本年度末純資産残高 94,421,283 195,074,163 △ 100,652,880

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）
金額

【業務活動収支】
業務支出 43,168,894

業務費用支出 17,492,136
人件費支出 8,228,837
物件費等支出 7,621,290
支払利息支出 1,041,812
その他の支出 600,196

移転費用支出 25,676,758
補助金等支出 20,555,249
社会保障給付支出 5,036,799
他会計への繰出支出 －
その他の支出 84,710

業務収入 50,623,714
税収等収入 22,774,110
国県等補助金収入 17,859,889
使用料及び手数料収入 9,368,765
その他の収入 620,950

臨時支出 484,342
災害復旧事業費支出 473,574
その他の支出 10,768

臨時収入 6,979
6,977,457

【投資活動収支】
投資活動支出 7,508,482

公共施設等整備費支出 4,296,233
基金積立金支出 2,731,257
投資及び出資金支出 －
貸付金支出 480,992
その他の支出 －

投資活動収入 1,929,381
国県等補助金収入 810,778
基金取崩収入 972,900
貸付金元金回収収入 143,672
資金売却収入 2,032
その他の収入 －

△ 5,579,101
【財務活動収支】

財務活動支出 14,927,893
地方債等償還支出 14,909,352
その他の支出 18,541

財務活動収入 12,967,758
地方債等発行収入 12,952,100
その他の収入 15,658

財務活動収支 △ 1,960,135
本年度資金収支額 △ 561,778
前年度末資金残高 4,126,986
本年度末資金残高 3,565,207

前年度末歳計外現金残高 54,709
本年度歳計外現金増減額 △ 3,734
本年度末歳計外現金残高 50,975
本年度末現金預金残高 3,616,182

投資活動収支

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

業務活動収支


