
【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 111,260,099   固定負債 22,339,914

    有形固定資産 98,270,005     地方債 16,173,968

      事業用資産 38,413,849     長期未払金 -

        土地 23,429,509     退職手当引当金 1,251,692

        立木竹 -     損失補償等引当金 104,975

        建物 44,360,471     その他 4,809,278

        建物減価償却累計額 -30,129,967   流動負債 1,786,296

        工作物 1,266,517     １年内償還予定地方債 1,479,460

        工作物減価償却累計額 -520,880     未払金 51

        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 188,477

        航空機 -     預り金 49,527

        航空機減価償却累計額 -     その他 68,780

        その他 - 負債合計 24,126,209

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,199   固定資産等形成分 115,611,848

      インフラ資産 57,769,763   余剰分（不足分） -23,202,783

        土地 4,225,781

        建物 92,798

        建物減価償却累計額 -41,525

        工作物 136,222,010

        工作物減価償却累計額 -85,270,805

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,541,503

      物品 3,650,796

      物品減価償却累計額 -1,564,402

    無形固定資産 8,470

      ソフトウェア 8,470

      その他 0

    投資その他の資産 12,981,624

      投資及び出資金 9,853,830

        有価証券 28,748

        出資金 9,825,081

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 393,252

      長期貸付金 -

      基金 2,774,029

        減債基金 -

        その他 2,774,029

      その他 -

      徴収不能引当金 -39,487

  流動資産 5,275,175

    現金預金 761,493

    未収金 162,836

    短期貸付金 100,000

    基金 4,251,749

      財政調整基金 3,889,698

      減債基金 362,051

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -903 純資産合計 92,409,065

資産合計 116,535,274 負債及び純資産合計 116,535,274

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 1,000

純行政コスト 21,543,418

    その他 -

  臨時利益 1,708

    資産売却益 708

    資産除売却損 3,887

    投資損失引当金繰入額 60,268

    損失補償等引当金繰入額 104,975

純経常行政コスト 21,375,996

  臨時損失 169,129

    災害復旧事業費 -

  経常収益 448,739

    使用料及び手数料 138,338

    その他 310,401

      社会保障給付 4,154,620

      他会計への繰出金 2,501,140

      その他 6,003

        その他 100,349

    移転費用 9,339,835

      補助金等 2,678,073

      その他の業務費用 258,810

        支払利息 131,763

        徴収不能引当金繰入額 26,698

        維持補修費 604,656

        減価償却費 3,749,901

        その他 -

        その他 521,592

      物件費等 9,118,360

        物件費 4,763,803

        職員給与費 2,397,661

        賞与等引当金繰入額 188,477

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 21,824,735

    業務費用 12,484,900

      人件費 3,107,730

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 95,497,539 117,020,089 -21,522,550

  純行政コスト（△） -21,543,418 -21,543,418

  財源 18,257,611 18,257,611

    税収等 13,951,795 13,951,795

    国県等補助金 4,305,816 4,305,816

  本年度差額 -3,285,807 -3,285,807

  固定資産等の変動（内部変動） -2,088,234 2,088,234

    有形固定資産等の増加 1,070,669 -1,070,669

    有形固定資産等の減少 -3,753,788 3,753,788

    貸付金・基金等の増加 1,370,319 -1,370,319

    貸付金・基金等の減少 -775,434 775,434

  資産評価差額 136 136

  無償所管換等 499,317 499,317

  その他 -302,122 180,538 -482,660

  本年度純資産変動額 -3,088,475 -1,408,242 -1,680,233

本年度末純資産残高 92,409,065 115,611,848 -23,202,783

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 5,215

本年度歳計外現金増減額 44,313

本年度末歳計外現金残高 49,527

本年度末現金預金残高 761,493

    その他の収入 -

財務活動収支 -232,096

本年度資金収支額 -195,820

前年度末資金残高 907,786

本年度末資金残高 711,966

  財務活動支出 1,470,006

    地方債償還支出 1,413,687

    その他の支出 56,319

  財務活動収入 1,237,910

    地方債発行収入 1,237,910

    貸付金元金回収収入 126,440

    資産売却収入 708

    その他の収入 -

投資活動収支 -445,976

【財務活動収支】

    貸付金支出 26,440

    その他の支出 -

  投資活動収入 943,811

    国県等補助金収入 167,669

    基金取崩収入 648,994

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,389,787

    公共施設等整備費支出 681,885

    基金積立金支出 572,582

    投資及び出資金支出 108,880

  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 482,252

  業務収入 18,517,983

    税収等収入 13,945,792

    国県等補助金収入 4,138,147

    使用料及び手数料収入 138,319

    その他の収入 295,725

    移転費用支出 9,339,835

      補助金等支出 2,678,073

      社会保障給付支出 4,154,620

      他会計への繰出支出 2,501,140

      その他の支出 6,003

    業務費用支出 8,695,897

      人件費支出 3,095,325

      物件費等支出 5,368,459

      支払利息支出 131,763

      その他の支出 100,349

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 18,035,732
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