
*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 517,599 固定負債 273,007

有形固定資産 487,567 地方債等 198,505
事業用資産 211,778 ※ 長期未払金 -

土地 114,040 退職手当引当金 12,465
立木竹 - 損失補償等引当金 2
建物 205,899 その他 62,035
建物減価償却累計額 △ 111,108 流動負債 25,298 ※

工作物 3,379 1年内償還予定地方債等 17,183
工作物減価償却累計額 △ 1,817 未払金 5,264
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 40
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 1,589
航空機 - 預り金 568
航空機減価償却累計額 - その他 653
その他 1 298,306 ※

その他減価償却累計額 △ 1 【純資産の部】
建設仮勘定 1,384 固定資産等形成分 523,390

インフラ資産 269,999 ※ 余剰分（不足分） △ 278,160
土地 32,513
建物 2,342
建物減価償却累計額 △ 548
工作物 341,969
工作物減価償却累計額 △ 108,614
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 2,338

物品 15,374
物品減価償却累計額 △ 9,584

無形固定資産 20,745
ソフトウェア 392
その他 20,353

投資その他の資産 9,287
投資及び出資金 1,289

有価証券 35
出資金 1,254
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 3,053
長期貸付金 1,403
基金 3,589

減債基金 -
その他 3,589

その他 302
徴収不能引当金 △ 349

流動資産 25,937
現金預金 14,688
未収金 5,237
短期貸付金 9
基金 5,783

財政調整基金 5,783
減債基金 -

棚卸資産 133
その他 164
徴収不能引当金 △ 77

繰延資産 - 245,230
543,536 543,536

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

経常費用 170,994
業務費用 65,195

人件費 24,695
職員給与費 19,045
賞与等引当金繰入額 1,569
退職手当引当金繰入額 1,351
その他 2,730

物件費等 35,937
物件費 20,018
維持補修費 1,361
減価償却費 14,558
その他 -

その他の業務費用 4,563
支払利息 3,005
徴収不能引当金繰入額 311
その他 1,247

移転費用 105,799
補助金等 77,164
社会保障給付 28,206
他会計への繰出金 -
その他 429

経常収益 24,895 ※

使用料及び手数料 22,809
その他 2,087

純経常行政コスト △ 146,099
臨時損失 120

災害復旧事業費 -
資産除売却損 91
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 1
その他 28

臨時利益 94
資産売却益 39
その他 55

純行政コスト △ 146,125

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体行政コスト計算書
自　平成２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

前年度末純資産残高 244,674 525,790 △ 281,116

純行政コスト（△） △ 146,125 △ 146,125

財源 145,588 145,588

税収等 95,378 95,378

国県等補助金 50,210 50,210

本年度差額 △ 537 △ 537

固定資産等の変動（内部変動） △ 3,540 ※ 3,540 ※

有形固定資産等の増加 13,881 △ 13,881

有形固定資産等の減少 △ 18,231 18,231

貸付金・基金等の増加 3,106 △ 3,106

貸付金・基金等の減少 △ 2,295 2,295

資産評価差額 - -

無償所管換等 1,140 1,140

その他 △ 47 - △ 47

本年度純資産変動額 556 △ 2,399 ※ 2,956

本年度末純資産残高 245,230 523,390 △ 278,160

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体純資産変動計算書
自　平成２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 百万円

（単位：百万円）

【業務活動収支】
業務支出 154,933 ※

業務費用支出 49,136 ※

人件費支出 24,196
物件費等支出 20,774
支払利息支出 3,005
その他の支出 1,160

移転費用支出 105,797
補助金等支出 77,162
社会保障給付支出 28,206
他会計への繰出支出 -
その他の支出 429

業務収入 168,617
税収等収入 95,581
国県等補助金収入 48,204
使用料及び手数料収入 22,756
その他の収入 2,076

臨時支出 23
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 23

臨時収入 54
業務活動収支 13,715
【投資活動収支】

投資活動支出 11,547
公共施設等整備費支出 10,497
基金積立金支出 639
投資及び出資金支出 29
貸付金支出 382
その他の支出 -

投資活動収入 2,664
国県等補助金収入 1,236
基金取崩収入 485
貸付金元金回収収入 248
資産売却収入 55
その他の収入 640

投資活動収支 △ 8,882 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 17,398

地方債償還支出 17,241
その他の支出 157

財務活動収入 15,764
地方債発行収入 15,764
その他の収入 -

財務活動収支 △ 1,634
3,199

10,869
14,069 ※

前年度末歳計外現金残高 662
本年度歳計外現金増減額 △ 43
本年度末歳計外現金残高 619
本年度末現金預金残高 14,688

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

全体資金収支計算書
自　平成２９年４月１日　
至　平成３０年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


