
（単位：千円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 25,064,728 固定負債 9,528,860

有形固定資産 22,340,356 地方債等 7,297,722

事業用資産 18,493,071 長期未払金 8,544

土地 8,923,854 退職手当引当金 1,911,080

立木竹 － 損失補償等引当金 △ 5,069

建物 18,427,207 その他 316,583

建物減価償却累計額 △ 9,988,778 流動負債 988,055

工作物 4,940,721 1年内償還予定地方債等 775,772

工作物減価償却累計額 △ 3,819,633 未払金 6,339

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 256

浮標等減価償却累計額 － 賞与等引当金 140,327

航空機 － 預り金 65,215

航空機減価償却累計額 － その他 145

その他 20,324 10,516,914

その他減価償却累計額 △ 10,625 【純資産の部】
建設仮勘定 － 固定資産等形成分 26,310,309

インフラ資産 3,668,184 余剰分（不足分） △ 9,645,875

土地 1,346,778 他団体出資等分 －

建物 13,901

建物減価償却累計額 △ 7,432

工作物 5,481,779

工作物減価償却累計額 △ 3,620,304

その他 －

その他減価償却累計額 －

建設仮勘定 453,462

物品 743,905

物品減価償却累計額 △ 564,803

無形固定資産 132,860

ソフトウェア 865

その他 131,995

投資その他の資産 2,591,511

投資及び出資金 1,445,922

有価証券 5,550,000

出資金 1,034,699

その他 -

長期延滞債権 417,407

長期貸付金 8,151

基金 1,152,786

減債基金 192

その他 1,152,594

その他 0

徴収不能引当金 △ 27,082

流動資産 2,116,621

現金預金 744,821

未収金 101,508

短期貸付金 8,381

基金 1,267,067

財政調整基金 1,267,067

減債基金 －

棚卸資産 30

その他 -

徴収不能引当金 △ 5,185

繰延資産 － 16,664,435

27,181,349 27,181,349

【様式第１号】

貸借対照表(連結)

科目 科目

                      (平成３０年  ３月３１日現在)

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計



（単位：千円）
金額

経常費用 12,842,563

業務費用 5,276,694

人件費 2,234,563

職員給与費 1,889,693

賞与等引当金繰入額 360

退職手当引当金繰入額 256,180

その他 88,330

物件費等 2,838,884

物件費 2,067,262

維持補修費 4,085

減価償却費 767,522

その他 15

その他の業務費用 203,247

支払利息 67,838

徴収不能引当金繰入額 △ 2,295

その他 137,704

移転費用 7,565,869

補助金等 6,669,769

社会保障給付 719,759

他会計への繰出金 131,936

その他 44,405

経常収益 573,598

使用料及び手数料 257,944

その他 315,654

純経常行政コスト 12,268,965

臨時損失 766

災害復旧事業費 －

資産除売却損 717

損失補償等引当金繰入額 －

その他 50

臨時利益 1,689

資産売却益 －

その他 1,689

純行政コスト 12,268,043

【様式第２号】

行政コスト計算書(連結)
                       自  平成２９年  ４月　１日
                       至  平成３０年  ３月３１日

科目



（単位：千円）

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 18,496,347 27,750,312 △ 9,253,965 －

純行政コスト（△） △ 12,268,043 △ 12,268,043

財源 12,173,351 12,173,351 －

税収等 8,646,551 8,646,551

国県等補助金 3,526,801 3,526,801

本年度差額 △ 95,259 △ 95,259 －

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 －

無償所管換等 174,562

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 △ 78

その他 17,948

本年度純資産変動額 97,173 338,081 △ 240,907 －

本年度末純資産残高 16,664,435 26,310,309 △ 9,645,875 －

【様式第３号】

純資産変動計算書(連結)
                                自  平成２９年  ４月　１日

                                至  平成３０年  ３月３１日

科目 合計



（単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 11,823,885

業務費用支出 4,302,421
人件費支出 1,981,299
物件費等支出 2,071,243
支払利息支出 67,838
その他の支出 182,041

移転費用支出 7,521,464
補助金等支出 7,307,311
社会保障給付支出 82,217
その他の支出 131,936

業務収入 12,775,326
税収等収入 8,670,741
国県等補助金収入 3,519,848
使用料及び手数料収入 271,478
その他の収入 313,259

臨時支出 －
災害復旧事業費支出 －
その他の支出 －

臨時収入 1,639
業務活動収支 953,080
【投資活動収支】

投資活動支出 1,456,127
公共施設等整備費支出 592,825
基金積立金支出 854,678
投資及び出資金支出 －
貸付金支出 8,050
その他の支出 574

投資活動収入 479,574
国県等補助金収入 11,344
基金取崩収入 458,218
貸付金元金回収収入 8,498
資産売却収入 －
その他の収入 1,514

投資活動収支 △ 976,553
【財務活動収支】

財務活動支出 798,685
地方債等償還支出 797,824
その他の支出 862

財務活動収入 751,029
地方債等発行収入 737,962
その他の収入 13,067

財務活動収支 △ 47,656
△ 71,129

737,818
比例連結割合に伴う差額 12,918

679,606

前年度末歳計外現金残高 66,075
本年度歳計外現金増減額 △ 860
本年度末歳計外現金残高 65,215
本年度末現金預金残高 744,821

本年度資金収支額
前年度末資金残高

本年度末資金残高

【様式第４号】

資金収支計算書(連結)
                    自  平成２９年  ４月　１日

                   至  平成３０年  ３月３１日

科目 金額


