
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 11,634,251 固定負債 4,976,943
有形固定資産 11,413,108 地方債 4,259,802
事業用資産 1,555,701 長期未払金 -
土地 - 退職手当引当金 717,141
立木竹 1,032,896 損失補償等引当金 -
建物 63,407 その他 -
建物減価償却累計額 △ 5,542 流動負債 470,026
工作物 874,831 １年内償還予定地方債 448,142
工作物減価償却累計額 △ 409,891 未払金 -
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 21,884
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 5,446,969
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 13,173,119

インフラ資産 9,826,502 余剰分（不足分） △ 2,403,093

土地 683,334

建物 4,272,209

建物減価償却累計額 △ 2,084,445

工作物 17,999,699

工作物減価償却累計額 △ 11,186,504

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 142,209

物品 46,746

物品減価償却累計額 △ 15,840

無形固定資産 -

ソフトウェア -

その他 -

投資その他の資産 221,143

投資及び出資金 18,267

有価証券 11,832

出資金 6,435

その他 -

投資損失引当金 -

長期延滞債権 6,100

長期貸付金 △ 20,003

基金 216,779

減債基金 250

その他 216,529

その他 -

徴収不能引当金 -

流動資産 4,582,744

現金預金 494,296

未収金 2,636

短期貸付金 -

基金 1,544,967

財政調整基金 877,948

減債基金 667,019

棚卸資産 △ 5,286

その他 2,546,131

徴収不能引当金 - 10,770,026

16,216,995 16,216,995

一般会計等貸借対照表
（平成３０年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

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）
金　　　額

経常費用 3,682,047
業務費用 1,728,900
人件費 431,688
職員給与費 408,729
賞与等引当金繰入額 -
退職手当引当金繰入額 -
その他 22,959

物件費等 1,248,814
物件費 573,576
維持補修費 143,595
減価償却費 509,028
その他 22,614

その他の業務費用 48,398
支払利息 28,593
徴収不能引当金繰入額 -
その他 19,805

移転費用 1,953,147
補助金等 1,604,304
社会保障給付 242,358
他会計への繰出金 98,834
その他 7,651

経常収益 313,586
使用料及び手数料 99,348
その他 214,239

純経常行政コスト 3,368,461
臨時損失 21,926
災害復旧事業費 -
資産除売却損 21,926
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 -
資産売却益 -
その他 -

純行政コスト 3,390,387

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



（単位：千円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 11,114,319 13,529,636 △ 2,415,317
純行政コスト（△） △ 3,390,387 △ 3,390,387
財源 3,039,717 3,039,717
税収等 2,264,790 2,264,790
国県等補助金 774,927 774,927

本年度差額 △ 350,670 △ 350,670
固定資産の変動（内部変動） △ 356,517 356,517
有形固定資産等の増加 190,579 △ 190,579
有形固定資産等の減少 △ 532,972 532,972
貸付金・基金等の増加 95,684 △ 95,684
貸付金・基金等の減少 △ 109,808 109,808

資産評価差額 - -
無償所管換等 - -
内部取引 - -
その他 6,377 6,377
本年度純資産変動額 △ 344,293 △ 356,517 12,224
一般財源等充当調整額 - -
本年度末純資産残高 10,770,026 13,173,119 △ 2,403,093

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



（単位：千円）
金　　　額

【業務活動収支】
業務支出 3,172,691
業務費用支出 1,219,544
人件費支出 431,688
物件費等支出 745,841
支払利息支出 28,593
その他の支出 13,422

移転費用支出 1,953,147
補助金等支出 1,604,304
社会保障給付支出 242,358
他会計への繰出支出 98,834
その他の支出 7,651

業務収入 3,187,936
税収等収入 2,264,456
国県等補助金収入 609,941
使用料及び手数料収入 99,300
その他の収入 214,239

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 44,306
業務活動収支 59,552
【投資活動収支】
投資活動支出 286,263
公共施設等整備費支出 190,579
基金積立金支出 75,684
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 20,000
その他の支出 -

投資活動収入 241,720
国県等補助金収入 120,679
基金取崩収入 89,808
貸付金元金回収収入 20,000
資産売却収入 11,233
その他の収入 -

投資活動収支 △ 44,542
【財務活動収支】
財務活動支出 399,169
地方債償還支出 399,169
その他の支出 -

財務活動収入 540,313
地方債発行収入 540,313
その他の収入 -

財務活動収支 141,144
本年度資金収支額 156,153
一般財源等充当調整額 -
前年度末資金残高 338,143
本年度末資金残高 494,296

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 494,296

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


