
（単位：千円）

金　　額 金　　額
【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,113,842 固定負債 5,736,017
有形固定資産 12,782,024 地方債等 5,010,787
事業用資産 1,789,199 長期未払金 -
土地 - 退職手当引当金 725,231
立木竹 1,032,896 損失補償等引当金 -
建物 948,663 その他 -
建物減価償却累計額 △ 662,378 流動負債 549,950
工作物 884,215 １年内償還予定地方債等 522,214
工作物減価償却累計額 △ 414,198 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 27,736
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 6,285,968
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 14,652,174

インフラ資産 10,873,617 余剰分（不足分） △ 3,228,587
土地 718,125 他団体出資等分 -

建物 4,983,060

建物減価償却累計額 △ 2,355,749

工作物 18,940,199

工作物減価償却累計額 △ 11,554,227

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 142,209

物品 330,464

物品減価償却累計額 △ 211,255

無形固定資産 -

ソフトウェア -

その他 -

投資その他の資産 331,819

投資及び出資金 18,267

有価証券 11,832

出資金 6,435

その他 -

長期延滞債権 6,636

長期貸付金 △ 20,003

基金 216,781

減債基金 250

その他 216,531

その他 110,138

徴収不能引当金 -

流動資産 4,595,712

現金預金 506,912

未収金 2,984

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 2,546,134

徴収不能引当金 -

繰延資産 - 11,423,587

17,709,554 17,709,554

連結貸借対照表
（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 3,757,033
業務費用 2,069,983
人件費 546,578
職員給与費 516,044
賞与等引当金繰入額 5,852
退職手当引当金繰入額 123
その他 24,560

物件費等 1,454,781
物件費 682,268
維持補修費 172,288
減価償却費 577,437
その他 22,788

その他の業務費用 68,624
支払利息 47,727
徴収不能引当金繰入額 -
その他 20,897

移転費用 1,687,050
補助金等 1,425,329
社会保障給付 242,358
その他 11,748

経常収益 403,058
使用料及び手数料 183,927
その他 219,131

純経常行政コスト 3,353,975
臨時損失 21,975
災害復旧事業費 -
資産除売却損 21,926
損失補償等引当金繰入額 -
その他 49

臨時利益 1,326
資産売却益 -
その他 1,326

純行政コスト 3,374,624

連結行政コスト計算書
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）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 11,746,835 15,045,670 △ 3,298,835 -
純行政コスト（△） △ 3,374,624 △ 3,374,624 -
財源 3,046,637 3,046,637 -
税収等 2,464,572 2,464,572 -
国県等補助金 582,065 582,065 -

本年度差額 △ 327,987 △ 327,987 -
固定資産の変動（内部変動） △ 393,496 393,496
有形固定資産等の増加 190,579 △ 190,579
有形固定資産等の減少 △ 569,951 569,951
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 - -
他団体出資等分の増加 - -
他団体出資等分の減少 - -
比例連結割合変更に伴う差額 - -
その他 4,739 4,739
本年度純資産変動額 △ 323,248 △ 393,496 70,248 -
本年度末純資産残高 11,423,587 14,652,174 △ 3,228,587 -

連結純資産変動計算書
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 3,179,623
業務費用支出 1,492,573
人件費支出 546,933
物件費等支出 884,490
支払利息支出 47,727
その他の支出 13,422

移転費用支出 1,687,050
補助金等支出 1,425,329
社会保障給付支出 242,358
その他の支出 11,748

業務収入 3,280,826
税収等収入 2,463,527
国県等補助金収入 411,841
使用料及び手数料収入 183,755
その他の収入 221,703

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 49,544
業務活動収支 150,747
【投資活動収支】
投資活動支出 318,862
公共施設等整備費支出 204,411
基金積立金支出 88,645
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 25,806
その他の支出 -

投資活動収入 264,197
国県等補助金収入 120,679
基金取崩収入 95,614
貸付金元金回収収入 26,047
資産売却収入 11,233
その他の収入 10,624

投資活動収支 △ 54,665
【財務活動収支】
財務活動支出 471,824
地方債等償還支出 471,824
その他の支出 -

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

財務活動収支 68,489
本年度資金収支額 164,572
前年度末資金残高 342,340
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 506,912

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 506,912

連結資金収支計算書
自　平成２９年　４月　１日
至　平成３０年　３月３１日

科　　　　　　　　　目


