
一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                      3,322,333

　　業務費用支出                      1,907,564

　　　人件費支出                      1,029,718

　　　物件費等支出                        823,807

　　　支払利息支出                         33,975

　　　その他の支出                         20,064

　　移転費用支出                      1,414,770

　　　補助金等支出                        756,443

　　　社会保障給付支出                        276,729

　　　他会計への繰出支出                        379,075

　　　その他の支出                          2,522

　業務収入                      4,737,109

　　税収等収入                      3,760,942

　　国県等補助金収入                        797,044

　　使用料及び手数料収入                         70,171

　　その他の収入                        108,952

　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                      1,152,710

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      1,653,675

　　公共施設等整備費支出                      1,303,500

　　基金積立金支出                        341,655

　　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                        727,991

　　国県等補助金収入                        483,017

　　基金取崩収入                        235,674

　　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                      △925,684

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,384,223

　　地方債等償還支出                      1,384,223

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                      1,091,106

　　地方債等発行収入                      1,091,106

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △293,117

本年度資金収支額                       △66,091

一般会計等資金収支計算書
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                        283,259

本年度末資金残高                        217,168

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                        226,658



（単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 13,514,533 21,514,035 △7,999,503

　純行政コスト（△） △3,868,314 △3,868,314

　財源 5,040,842 5,040,842

　　税収等 3,760,781 3,760,781

　　国県等補助金 1,280,061 1,280,061

　本年度差額 1,172,528 1,172,528

　固定資産等の変動（内部変動） 916,480 △916,480

　　有形固定資産等の増加 1,303,500 △1,303,500

　　有形固定資産等の減少 △488,327 488,327

　　貸付金・基金等の増加 354,146 △354,146

　　貸付金・基金等の減少 △252,838 252,838

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 7,861 7,861

　その他 88,749 6 88,743

　本年度純資産変動額 1,269,138 924,347 344,790

本年度末純資産残高 14,783,670 22,438,383 △7,654,712

科目 合計

一般会計等

一般会計等純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                      3,821,505

　業務費用                      2,406,735

　　人件費                      1,036,165

　　　職員給与費                        673,597

　　　賞与等引当金繰入額                         53,549

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                        309,019

　　物件費等                      1,312,134

　　　物件費                        733,223

　　　維持補修費                         90,584

　　　減価償却費                        488,327

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                         58,436

　　　支払利息                         33,975

　　　徴収不能引当金繰入額                          1,115

　　　その他                         23,346

　移転費用                      1,414,770

　　補助金等                        756,443

　　社会保障給付                        276,729

　　他会計への繰出金                        379,075

　　その他                          2,522

経常収益                        215,256

　使用料及び手数料                         70,170

　その他                        145,086

純経常行政コスト                      3,606,249

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                      3,868,314

一般会計等行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          18,953,988 　固定負債           7,301,137

　　有形固定資産          13,053,610 　　地方債等           6,763,700

　　　事業用資産           5,351,822 　　長期未払金                  －

　　　　土地           1,164,554 　　退職手当引当金             537,437

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物           9,423,316 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額         △5,612,750 　流動負債             583,287

　　　　工作物             917,832 　　1年内償還予定地方債等             520,077

　　　　工作物減価償却累計額           △542,669 　　未払金                 171

　　　　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              53,549

　　　　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           7,884,424

　　　　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          22,438,383

　　　インフラ資産           7,570,614 　余剰分（不足分）         △7,654,712

　　　　土地             141,624

　　　　建物               1,324

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物          18,200,826

　　　　工作物減価償却累計額        △10,789,570

　　　　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             124,801

　　　ソフトウェア             123,667

　　　その他               1,134

　　投資その他の資産           5,775,576

　　　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               6,096

　　　長期貸付金              41,715

　　　基金           5,419,131

　　　　減債基金           1,816,652

　　　　その他           3,602,479

一般会計等

一般会計等貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）



　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金               △711

　流動資産           3,714,106

　　現金預金             226,658

　　未収金               3,457

　　短期貸付金               8,530

　　基金           3,475,865

　　　財政調整基金           3,475,865

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金               △403 純資産合計          14,783,670

資産合計          22,668,094 負債及び純資産合計          22,668,094


