
【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 56,880,260   固定負債 26,261,988

    有形固定資産 50,721,431     地方債 22,617,473

      事業用資産 27,255,195     長期未払金 1,853,856

        土地 8,777,806     退職手当引当金 1,786,150

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,509

        建物 28,008,048     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,809,517   流動負債 2,364,874

        工作物 2,747,264     １年内償還予定地方債 1,633,131

        工作物減価償却累計額 -1,479,460     未払金 162,966

        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 181,017

        航空機 -     預り金 387,761

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 28,626,862

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,054   固定資産等形成分 59,780,731

      インフラ資産 22,568,462   余剰分（不足分） -27,487,597

        土地 5,218,815

        建物 772,930

        建物減価償却累計額 -476,216

        工作物 29,110,903

        工作物減価償却累計額 -13,309,030

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,251,061

      物品 1,089,885

      物品減価償却累計額 -192,111

    無形固定資産 4,302

      ソフトウェア 4,302

      その他 -

    投資その他の資産 6,154,527

      投資及び出資金 3,222,140

        有価証券 -

        出資金 3,220,298

        その他 1,842

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 101,181

      長期貸付金 23,738

      基金 2,813,724

        減債基金 950,711

        その他 1,863,013

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,256

  流動資産 4,039,736

    現金預金 1,093,734

    未収金 49,529

    短期貸付金 7,195

    基金 2,893,275

      財政調整基金 2,893,275

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,997 純資産合計 32,293,134

資産合計 60,919,997 負債及び純資産合計 60,919,997

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 545

純行政コスト 15,784,819

    その他 2,133

  臨時利益 3,005

    資産売却益 2,460

    資産除売却損 47,687

    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 15,738,005

  臨時損失 49,819

    災害復旧事業費 -

  経常収益 567,806

    使用料及び手数料 133,187

    その他 434,619

      社会保障給付 2,460,349

      他会計への繰出金 1,607,439

      その他 14,974

        その他 73,269

    移転費用 7,338,040

      補助金等 3,255,278

      その他の業務費用 249,835

        支払利息 171,231

        徴収不能引当金繰入額 5,335

        維持補修費 336,338

        減価償却費 1,421,657

        その他 -

        その他 560,872

      物件費等 5,750,369

        物件費 3,992,374

        職員給与費 2,329,579

        賞与等引当金繰入額 181,017

        退職手当引当金繰入額 -103,901

  経常費用 16,305,810

    業務費用 8,967,771

      人件費 2,967,567

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 31,235,986 55,601,522 -24,365,535

  純行政コスト（△） -15,784,819 -15,784,819

  財源 16,841,966 16,841,966

    税収等 12,537,055 12,537,055

    国県等補助金 4,304,912 4,304,912

  本年度差額 1,057,148 1,057,148

  固定資産等の変動（内部変動） 4,179,209 -4,179,209

    有形固定資産等の増加 6,161,635 -6,161,635

    有形固定資産等の減少 -1,497,449 1,497,449

    貸付金・基金等の増加 456,099 -456,099

    貸付金・基金等の減少 -941,076 941,076

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,057,148 4,179,209 -3,122,061

本年度末純資産残高 32,293,134 59,780,731 -27,487,597

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 361,557

本年度歳計外現金増減額 26,204

本年度末歳計外現金残高 387,761

本年度末現金預金残高 1,093,734

    その他の収入 -

財務活動収支 893,673

本年度資金収支額 -385,598

前年度末資金残高 1,091,571

本年度末資金残高 705,973

  財務活動支出 1,447,009

    地方債償還支出 1,447,009

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,340,682

    地方債発行収入 2,340,682

    貸付金元金回収収入 17,389

    資産売却収入 2,460

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,650,252

【財務活動収支】

    貸付金支出 17,195

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,002,295

    国県等補助金収入 1,060,160

    基金取崩収入 922,286

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,652,547

    公共施設等整備費支出 4,209,697

    基金積立金支出 380,168

    投資及び出資金支出 45,487

  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 1,370,980

  業務収入 16,349,340

    税収等収入 12,538,540

    国県等補助金収入 3,244,752

    使用料及び手数料収入 132,672

    その他の収入 433,376

    移転費用支出 7,338,040

      補助金等支出 3,255,278

      社会保障給付支出 2,460,349

      他会計への繰出支出 1,607,439

      その他の支出 14,974

    業務費用支出 7,640,320

      人件費支出 3,067,109

      物件費等支出 4,328,711

      支払利息支出 171,231

      その他の支出 73,269

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 14,978,360


