
【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 24,936,634   固定負債 6,113,939

    有形固定資産 22,449,229     地方債 5,708,398

      事業用資産 12,479,064     長期未払金 -

        土地 5,571,007     退職手当引当金 401,057

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,279,553     その他 4,484

        建物減価償却累計額 -7,282,553   流動負債 600,033

        工作物 1,776,222     １年内償還予定地方債 508,388

        工作物減価償却累計額 -1,179,190     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 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 67,698

        航空機 -     預り金 18,045

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,901

        その他 - 負債合計 6,713,973

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 314,025   固定資産等形成分 25,566,018

      インフラ資産 9,834,249   余剰分（不足分） -6,509,812

        土地 2,716,396

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 12,646,737

        工作物減価償却累計額 -5,536,691

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,807

      物品 409,280

      物品減価償却累計額 -273,365

    無形固定資産 8,268

      ソフトウェア 8,268

      その他 -

    投資その他の資産 2,479,137

      投資及び出資金 351,517

        有価証券 -

        出資金 351,517

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 26,475

      長期貸付金 -

      基金 2,102,561

        減債基金 -

        その他 2,102,561

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,416

  流動資産 833,544

    現金預金 182,044

    未収金 23,043

    短期貸付金 -

    基金 629,383

      財政調整基金 590,490

      減債基金 38,893

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -927 純資産合計 19,056,206

資産合計 25,770,178 負債及び純資産合計 25,770,178

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 6,201,760

    その他 -

  臨時利益 57

    資産売却益 57

    資産除売却損 24,077

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,173,864

  臨時損失 27,953

    災害復旧事業費 3,876

  経常収益 200,841

    使用料及び手数料 94,566

    その他 106,275

      社会保障給付 920,750

      他会計への繰出金 314,684

      その他 1,312

        その他 42,039

    移転費用 2,537,068

      補助金等 1,300,322

      その他の業務費用 100,245

        支払利息 55,863

        徴収不能引当金繰入額 2,342

        維持補修費 93,543

        減価償却費 576,691

        その他 3,217

        その他 92,746

      物件費等 2,467,555

        物件費 1,794,104

        職員給与費 977,122

        賞与等引当金繰入額 67,698

        退職手当引当金繰入額 132,270

  経常費用 6,374,705

    業務費用 3,837,637

      人件費 1,269,837

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

科目名 金額



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 18,740,969 24,901,457 -6,160,488

  純行政コスト（△） -6,201,760 -6,201,760

  財源 6,519,835 6,519,835

    税収等 5,094,020 5,094,020

    国県等補助金 1,425,815 1,425,815

  本年度差額 318,075 318,075

  固定資産等の変動（内部変動） 667,399 -667,399

    有形固定資産等の増加 1,087,319 -1,087,319

    有形固定資産等の減少 -600,768 600,768

    貸付金・基金等の増加 562,169 -562,169

    貸付金・基金等の減少 -381,321 381,321

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,839 -2,839

  その他 0 0 -

  本年度純資産変動額 315,236 664,560 -349,324

本年度末純資産残高 19,056,206 25,566,018 -6,509,812

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



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 15,484

本年度歳計外現金増減額 2,561

本年度末歳計外現金残高 18,045

本年度末現金預金残高 182,044

    その他の収入 -

財務活動収支 236,694

本年度資金収支額 -108,240

前年度末資金残高 272,239

本年度末資金残高 163,999

  財務活動支出 533,413

    地方債償還支出 527,512

    その他の支出 5,901

  財務活動収入 770,107

    地方債発行収入 770,107

    貸付金元金回収収入 30,581

    資産売却収入 57

    その他の収入 -

投資活動収支 -877,254

【財務活動収支】

    貸付金支出 30,581

    その他の支出 -

  投資活動収入 755,685

    国県等補助金収入 400,027

    基金取崩収入 325,020

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,632,938

    公共施設等整備費支出 1,087,319

    基金積立金支出 514,988

    投資及び出資金支出 50

  臨時支出 3,876

    災害復旧事業費支出 3,876

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 532,320

  業務収入 6,316,166

    税収等収入 5,098,162

    国県等補助金収入 1,025,788

    使用料及び手数料収入 94,291

    その他の収入 97,925

    移転費用支出 2,537,068

      補助金等支出 1,300,322

      社会保障給付支出 920,750

      他会計への繰出支出 314,684

      その他の支出 1,312

    業務費用支出 3,242,902

      人件費支出 1,256,800

      物件費等支出 1,890,863

      支払利息支出 55,863

      その他の支出 39,375

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 5,779,970


