
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産          19,952,750 　固定負債           8,840,436

　　有形固定資産          14,027,505 　　地方債等           8,178,538

　　　事業用資産           5,708,334 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,167,773 　　退職手当引当金             661,898

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           9,576,872 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △5,706,231 　流動負債             661,784

　　　　工作物           1,750,553 　　1年内償還予定地方債等             593,657

　　　　工作物減価償却累計額         △1,082,171 　　未払金                 480

　　　　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              58,156

　　　　航空機                  － 　　預り金               9,490

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他               1,040 負債合計           9,502,219

　　　　その他減価償却累計額                △42 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定                 540 　固定資産等形成分          23,577,413

　　　インフラ資産           8,187,996 　余剰分（不足分）         △9,240,205

　　　　土地             142,281 　他団体出資等分                  －

　　　　建物             382,667

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物          18,443,525

　　　　工作物減価償却累計額        △10,796,886

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              16,410

　　　物品             673,594

　　　物品減価償却累計額           △542,420

　　無形固定資産             134,636

　　　ソフトウェア             133,502

　　　その他               1,134

　　投資その他の資産           5,790,609

　　　投資及び出資金             309,346

　　　　有価証券                  －

　　　　出資金             309,346

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権              11,694

　　　長期貸付金              41,715

　　　基金           5,429,131

　　　　減債基金           1,816,652

　　　　その他           3,612,479

全体

全体貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △1,276

　流動資産           3,886,677

　　現金預金             255,280

　　未収金               7,426

　　短期貸付金               8,530

　　基金           3,616,133

　　　財政調整基金           3,616,133

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金               △693

　繰延資産                  － 純資産合計          14,337,208

資産合計          23,839,427 負債及び純資産合計          23,839,427



全体

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      5,602,694

　業務費用                      2,925,588

　　人件費                      1,351,397

　　　職員給与費                        836,074

　　　賞与等引当金繰入額                         58,156

　　　退職手当引当金繰入額                        124,461

　　　その他                        332,705

　　物件費等                      1,480,004

　　　物件費                        836,832

　　　維持補修費                         98,182

　　　減価償却費                        544,990

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         94,187

　　　支払利息                         53,953

　　　徴収不能引当金繰入額                          1,677

　　　その他                         38,558

　移転費用                      2,677,105

　　補助金等                      2,397,396

　　社会保障給付                        277,128

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                          2,581

経常収益                        424,850

　使用料及び手数料                        157,072

　その他                        267,778

純経常行政コスト                      5,177,844

臨時損失                        262,065

　災害復旧事業費                        262,065

　資産除売却損                             －

　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                      5,439,909

全体行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



（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 12,972,944 22,298,417 △9,325,472 －

　純行政コスト（△） △5,439,909 △5,844,489 －

　財源 6,721,322 7,107,839 －

　　税収等 4,717,800 5,104,317 －

　　国県等補助金 2,003,522 2,003,522 －

　本年度差額 1,281,413 1,263,350 －

　固定資産等の変動（内部変動） 1,266,826 △1,266,826 －

　　有形固定資産等の増加 1,719,327 △1,719,327 －

　　有形固定資産等の減少 △544,990 544,990 －

　　貸付金・基金等の増加 371,856 △371,856 －

　　貸付金・基金等の減少 △279,366 279,366 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 △6,139 △6,139

　他団体出資等分の増加 － －

　他団体出資等分の減少 － －

　その他 88,989 246 88,743

　本年度純資産変動額 1,364,263 1,260,934 85,267 －

本年度末純資産残高 14,337,208 23,559,351 △9,240,205 －

科目 合計

全体

全体純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



全体

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                      4,916,884

　　業務費用支出                      2,239,779

　　　人件費支出                      1,215,881

　　　物件費等支出                        935,014

　　　支払利息支出                         53,953

　　　その他の支出                         34,931

　　移転費用支出                      2,677,105

　　　補助金等支出                      2,397,396

　　　社会保障給付支出                        277,128

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                          2,581

　業務収入                      6,481,571

　　税収等収入                      4,719,025

　　国県等補助金収入                      1,373,786

　　使用料及び手数料収入                        157,111

　　その他の収入                        231,649

　臨時支出                        262,065

　　災害復旧事業費支出                        262,065

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                      1,302,622

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      2,082,883

　　公共施設等整備費支出                      1,719,327

　　基金積立金支出                        355,036

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                          8,520

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                        877,535

　　国県等補助金収入                        629,736

　　基金取崩収入                        238,499

　　貸付金元金回収収入                          9,300

　　資産売却収入                             －

　　その他の収入                             －

投資活動収支                    △1,205,348

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,467,778

　　地方債等償還支出                      1,467,778

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                      1,309,506

　　地方債等発行収入                      1,309,506

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △158,272

本年度資金収支額                       △60,999

全体資金収支計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



前年度末資金残高                        306,789

本年度末資金残高                        245,790

前年度末歳計外現金残高                          9,643

本年度歳計外現金増減額                          △153

本年度末歳計外現金残高                          9,490

本年度末現金預金残高                        255,280


