
（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産          47,072,404 　固定負債          12,090,069

　　有形固定資産          44,101,640 　　地方債          10,062,028

　　　事業用資産          17,798,178 　　長期未払金                  －

　　　　土地           2,619,435 　　退職手当引当金           1,781,648

　　　　立木竹              32,105 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物          29,273,595 　　その他             246,393

　　　　建物減価償却累計額        △15,132,756 　流動負債           1,548,399

　　　　工作物           1,666,218 　　1年内償還予定地方債           1,297,515

　　　　工作物減価償却累計額           △707,843 　　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               4,527

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金             107,362

　　　　航空機                  － 　　預り金              85,235

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他              53,760

　　　　その他              47,425 負債合計          13,638,468

　　　　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          48,562,516

　　　インフラ資産          25,887,100 　余剰分（不足分）        △13,044,057

　　　　土地             286,382

　　　　建物                  －

　　　　建物減価償却累計額                  －

　　　　工作物          87,917,336

　　　　工作物減価償却累計額        △62,353,147

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定              36,529

　　　物品           1,849,855

　　　物品減価償却累計額         △1,433,493

　　無形固定資産              50,171

　　　ソフトウェア               2,746

　　　その他              47,425

　　投資その他の資産           2,920,593

　　　投資及び出資金             398,257

　　　　有価証券             126,089

　　　　出資金             234,077

　　　　その他              38,091

　　　投資損失引当金             △5,148

　　　長期延滞債権             102,930

　　　長期貸付金             162,604

　　　基金           2,268,059

　　　　減債基金                  －

　　　　その他           2,268,059

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金             △6,110

　流動資産           2,084,522

　　現金預金             546,724

　　未収金              19,617

　　短期貸付金              31,920

　　基金           1,458,191

　　　財政調整基金           1,015,017

　　　減債基金             443,174

　　棚卸資産              28,079

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                △10 純資産合計          35,518,459

資産合計          49,156,927 負債及び純資産合計          49,156,927

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）



一般会計等

（単位：千円）

科目 金額

経常費用                     10,905,264

　業務費用                      6,891,502

　　人件費                      1,727,673

　　　職員給与費                      1,508,478

　　　賞与等引当金繰入額                        107,362

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                        111,834

　　物件費等                      5,027,142

　　　物件費                      2,325,433

　　　維持補修費                        360,001

　　　減価償却費                      2,341,708

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                        136,686

　　　支払利息                        116,708

　　　徴収不能引当金繰入額                          3,471

　　　その他                         16,507

　移転費用                      4,013,761

　　補助金等                      2,044,562

　　社会保障給付                      1,178,207

　　他会計への繰出金                        766,627

　　その他                         24,364

経常収益                        404,930

　使用料及び手数料                        101,461

　その他                        303,469

純経常行政コスト                     10,500,333

臨時損失                             －

　災害復旧事業費                             －

　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                        121,712

　資産売却益                          1,357

　その他                        120,355

純行政コスト                     10,378,621

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）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 16,829,086 30,907,201 △14,078,115

　純行政コスト（△） △10,378,621 △10,378,621

　財源 10,047,678 10,047,678

　　税収等 7,877,672 7,877,672

　　国県等補助金 2,170,006 2,170,006

　本年度差額 △330,943 △330,943

　固定資産等の変動（内部変動） △1,361,368 1,361,368

　　有形固定資産等の増加 876,444 △876,444

　　有形固定資産等の減少 △2,341,708 2,341,708

　　貸付金・基金等の増加 1,141,782 △1,141,782

　　貸付金・基金等の減少 △1,037,886 1,037,886

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 19,020,316 19,020,316

　その他 － △3,633 3,633

　本年度純資産変動額 18,689,373 17,655,315 1,034,058

本年度末純資産残高 35,518,459 48,562,516 △13,044,057

一般会計等

科目 合計

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

【業務活動収支】                             －

　業務支出                      8,582,634

　　業務費用支出                      4,568,873

　　　人件費支出                      1,750,223

　　　物件費等支出                      2,685,434

　　　支払利息支出                        116,708

　　　その他の支出                         16,507

　　移転費用支出                      4,013,761

　　　補助金等支出                      2,044,562

　　　社会保障給付支出                      1,178,207

　　　他会計への繰出支出                        766,627

　　　その他の支出                         24,364

　業務収入                     10,036,952

　　税収等収入                      7,875,085

　　国県等補助金収入                      1,756,687

　　使用料及び手数料収入                        101,710

　　その他の収入                        303,469

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

業務活動収支                      1,454,318

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                      1,994,304

　　公共施設等整備費支出                        876,444

　　基金積立金支出                        583,462

　　投資及び出資金支出                        219,777

　　貸付金支出                        314,620

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                      1,431,614

　　国県等補助金収入                        413,319

　　基金取崩収入                        655,936

　　貸付金元金回収収入                        361,002

　　資産売却収入                          1,357

　　その他の収入                             －

投資活動収支                      △562,689

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                      1,668,930

　　地方債償還支出                      1,668,930

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                        868,963

　　地方債発行収入                        868,963

　　その他の収入                             －

財務活動収支                      △799,967

本年度資金収支額                         91,661

前年度末資金残高                        369,828

本年度末資金残高                        461,489

前年度末歳計外現金残高                         88,641

本年度歳計外現金増減額                        △3,406

本年度末歳計外現金残高                         85,235

本年度末現金預金残高                        546,724

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


