
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 85,380,578   固定負債 40,548,704

    有形固定資産 78,817,544     地方債 30,674,824

      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 1,863,627

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,509

        建物 28,008,048     その他 6,151,888

        建物減価償却累計額 -10,809,517   流動負債 3,706,191

        工作物 2,747,264     １年内償還予定地方債 2,181,526

        工作物減価償却累計額 -1,479,460     未払金 937,129

        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 199,424

        航空機 -     預り金 387,761

        航空機減価償却累計額 -     その他 353

        その他 - 負債合計 44,254,895

        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 88,481,646

      インフラ資産 49,613,172   余剰分（不足分） -40,369,195

        土地 6,718,372

        建物 3,227,256

        建物減価償却累計額 -1,528,741

        工作物 66,269,494

        工作物減価償却累計額 -27,580,243

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,507,034

      物品 4,748,655

      物品減価償却累計額 -2,799,478

    無形固定資産 6,786

      ソフトウェア 6,786

      その他 -

    投資その他の資産 6,556,248

      投資及び出資金 2,808,985

        有価証券 -

        出資金 2,807,143

        その他 1,842

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 285,005

      長期貸付金 23,738

      基金 3,459,128

        減債基金 1,019,099

        その他 2,440,029

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,607

  流動資産 6,986,768

    現金預金 3,571,651

    未収金 298,657

    短期貸付金 7,195

    基金 3,093,873

      財政調整基金 3,093,873

      減債基金 -

    棚卸資産 5,643

    その他 21,400

    徴収不能引当金 -11,651 純資産合計 48,112,450

資産合計 92,367,346 負債及び純資産合計 92,367,346

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    その他 545

純行政コスト 24,209,849

    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 24,163,035

  臨時損失 49,819

    災害復旧事業費 -

  経常収益 2,081,105

    使用料及び手数料 1,612,115

    その他 468,990

      社会保障給付 2,460,449

      他会計への繰出金 -

      その他 25,721

        その他 171,599

    移転費用 14,517,830

      補助金等 12,031,661

      その他の業務費用 509,452

        支払利息 321,471

        徴収不能引当金繰入額 16,382

        維持補修費 530,583

        減価償却費 2,323,874

        その他 -

        その他 578,609

      物件費等 7,984,368

        物件費 5,129,912

        職員給与費 2,551,953

        賞与等引当金繰入額 198,377

        退職手当引当金繰入額 -96,449

  経常費用 26,244,141

    業務費用 11,726,310

      人件費 3,232,490

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：全体会計 （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 46,813,622 83,903,484 -37,089,862

  純行政コスト（△） -24,209,849 -24,209,849

  財源 25,484,586 25,484,586

    税収等 18,559,898 18,559,898

    国県等補助金 6,924,688 6,924,688

  本年度差額 1,274,737 1,274,737

  固定資産等の変動（内部変動） 4,581,848 -4,581,848

    有形固定資産等の増加 7,374,184 -7,374,184

    有形固定資産等の減少 -2,417,825 2,417,825

    貸付金・基金等の増加 608,097 -608,097

    貸付金・基金等の減少 -982,608 982,608

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 24,091 24,091

  その他 - -27,778 27,778

  本年度純資産変動額 1,298,828 4,578,162 -3,279,333

本年度末純資産残高 48,112,450 88,481,646 -40,369,195

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：全体会計 （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 3,571,651

    その他の収入 -

財務活動収支 1,013,117

本年度資金収支額 -166,922

前年度末資金残高 3,350,813

本年度末資金残高 3,183,891

  財務活動支出 1,987,465

    地方債償還支出 1,987,465

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,000,582

    地方債発行収入 3,000,582

    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 82,108

投資活動収支 -3,356,845

【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 2,264,268

    国県等補助金収入 1,230,025

    基金取崩収入 932,286

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,621,114

    公共施設等整備費支出 5,035,976

    基金積立金支出 526,143

    投資及び出資金支出 41,800

  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 2,176,806

  業務収入 26,233,289

    税収等収入 18,411,236

    国県等補助金収入 5,716,720

    使用料及び手数料収入 1,638,859

    その他の収入 466,474

    移転費用支出 14,517,830

      補助金等支出 12,031,661

      社会保障給付支出 2,460,449

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 25,721

    業務費用支出 9,538,652

      人件費支出 3,323,512

      物件費等支出 5,675,935

      支払利息支出 321,471

      その他の支出 217,734

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 24,056,482


