
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 290,120,053 ※ 固定負債 58,128,056
有形固定資産 272,717,806 ※ 地方債 48,059,898
事業用資産 154,465,740 長期未払金 5,356,182
土地 119,103,049 退職手当引当金 4,703,130
立木竹 - 損失補償等引当金 8,846
建物 88,819,177 その他 -
建物減価償却累計額 △ 58,940,755 流動負債 6,195,443 ※

工作物 1,171,729 1年内償還予定地方債 4,947,811
工作物減価償却累計額 △ 619,890 未払金 668,432
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 455,332
航空機 - 預り金 123,869
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 64,323,499
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 4,932,430 固定資産等形成分 298,508,618

インフラ資産 116,608,894 余剰分（不足分） △ 63,206,048
土地 97,577,078
建物 1,469,882
建物減価償却累計額 △ 595,268
工作物 72,083,097
工作物減価償却累計額 △ 54,015,491
その他 433,370
その他減価償却累計額 △ 433,370
建設仮勘定 89,596

物品 3,414,692
物品減価償却累計額 △ 1,771,519

無形固定資産 240,403
ソフトウェア 240,403
その他 -

投資その他の資産 17,161,845 ※

投資及び出資金 15,219,520
有価証券 133,236
出資金 7,434,849
その他 7,651,435

投資損失引当金 △ 7,240,328
長期延滞債権 1,070,454
長期貸付金 3,106,160
基金 5,093,004
減債基金 -
その他 5,093,004

その他 -
徴収不能引当金 △ 86,966

流動資産 9,506,016
現金預金 994,431
未収金 131,631
短期貸付金 341,950
基金 8,046,615
財政調整基金 6,843,994
減債基金 1,202,621

棚卸資産 -
その他 0
徴収不能引当金 △ 8,611 235,302,570

299,626,069 299,626,069

※ 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。

一般会計等貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 32,455,377 ※
業務費用 19,482,831 ※
人件費 7,616,578 ※
職員給与費 6,128,622
賞与等引当金繰入額 455,332
退職手当引当金繰入額 303,085
その他 729,538

物件費等 10,816,792 ※
物件費 7,654,361
維持補修費 416,054
減価償却費 2,746,378
その他 -

その他の業務費用 1,049,460
支払利息 597,879
徴収不能引当金繰入額 37,487
その他 414,094

移転費用 12,972,546
補助金等 2,857,112
社会保障給付 6,476,093
他会計への繰出金 3,615,555
その他 23,786

経常収益 2,877,377
使用料及び手数料 1,774,531
その他 1,102,846

純経常行政コスト △ 29,578,000
臨時損失 416,873
災害復旧事業費 -
資産除売却損 229,376
投資損失引当金繰入額 187,033
損失補償等引当金繰入額 -
その他 464

臨時利益 94,502
資産売却益 93,233
その他 1,269

純行政コスト △ 29,900,372 ※

※ 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。

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

科目 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 231,185,261 296,889,141 △ 65,703,880

純行政コスト（△） △ 29,900,372 △ 29,900,372

財源 33,814,900 33,814,900

税収等 26,143,080 26,143,080

国県等補助金 7,671,820 7,671,820

本年度差額 3,914,528 3,914,528

固定資産等の変動（内部変動） 1,416,696 △ 1,416,696

有形固定資産等の増加 6,911,679 △ 6,911,679

有形固定資産等の減少 △ 3,004,385 3,004,385

貸付金・基金等の増加 1,635,755 △ 1,635,755

貸付金・基金等の減少 △ 4,126,353 4,126,353

資産評価差額 - -

無償所管換等 202,781 202,781

その他 - - -

本年度純資産変動額 4,117,309 1,619,477 2,497,832

本年度末純資産残高 235,302,570 298,508,618 △ 63,206,048

※ 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。

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

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 30,153,863
業務費用支出 17,165,057
人件費支出 7,965,738
物件費等支出 8,174,007
支払利息支出 597,879
その他の支出 427,433

移転費用支出 12,988,806
補助金等支出 2,857,112
社会保障給付支出 6,476,093
他会計への繰出支出 3,615,555
その他の支出 40,046

業務収入 34,156,946 ※
税収等収入 26,181,550
国県等補助金収入 5,096,505
使用料及び手数料収入 1,777,150
その他の収入 1,101,740

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 4,003,082 ※
【投資活動収支】
投資活動支出 8,345,748
公共施設等整備費支出 6,831,966
基金積立金支出 953,529
投資及び出資金支出 220,253
貸付金支出 340,000
その他の支出 -

投資活動収入 6,595,270
国県等補助金収入 2,575,314
基金取崩収入 3,466,650
貸付金元金回収収入 296,435
資産売却収入 225,455
その他の収入 31,416

投資活動収支 △ 1,750,479 ※
【財務活動収支】
財務活動支出 9,255,563
地方債償還支出 8,704,394
その他の支出 551,169

財務活動収入 6,754,054
地方債発行収入 6,754,054
その他の収入 -

財務活動収支 △ 2,501,509
△ 248,905 ※
1,119,467
870,562

前年度末歳計外現金残高 273,361
本年度歳計外現金増減額 △ 149,492
本年度末歳計外現金残高 123,869
本年度末現金預金残高 994,431

※ 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

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 金額

本年度資金収支額


