
【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 88,390,353   固定負債 20,217,538

    有形固定資産 87,042,931     地方債 18,752,032

      事業用資産 38,811,911     長期未払金 184

        土地 27,967,166     退職手当引当金 894,457

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 17,123,373     その他 570,865

        建物減価償却累計額 -7,814,453   流動負債 2,203,253

        工作物 5,794,095     １年内償還予定地方債 1,846,472

        工作物減価償却累計額 -4,409,775     未払金 413

        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 214,972

        航空機 -     預り金 92,156

        航空機減価償却累計額 -     その他 49,239

        その他 151,097 負債合計 22,420,791

        その他減価償却累計額 -30,465 【純資産の部】

        建設仮勘定 30,872   固定資産等形成分 89,695,825

      インフラ資産 47,987,015   余剰分（不足分） -21,602,924

        土地 12,722,396

        建物 1,446,910

        建物減価償却累計額 -410,541

        工作物 68,870,214

        工作物減価償却累計額 -34,818,880

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 176,916

      物品 716,830

      物品減価償却累計額 -472,824

    無形固定資産 15,230

      ソフトウェア 3,739

      その他 11,491

    投資その他の資産 1,332,192

      投資及び出資金 18,451

        有価証券 7,961

        出資金 10,490

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 321,884

      長期貸付金 695

      基金 1,016,401

        減債基金 -

        その他 1,016,401

      その他 -

      徴収不能引当金 -25,239

  流動資産 2,123,339

    現金預金 684,071

    未収金 133,923

    短期貸付金 -

    基金 1,305,473

      財政調整基金 1,305,473

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -128 純資産合計 68,092,901

資産合計 90,513,692 負債及び純資産合計 90,513,692

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 32,032

純行政コスト 19,116,502

    その他 -

  臨時利益 35,976

    資産売却益 3,944

    資産除売却損 5,696

    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 19,146,782

  臨時損失 5,696

    災害復旧事業費 -

  経常収益 882,830

    使用料及び手数料 195,660

    その他 687,171

      社会保障給付 4,235,934

      他会計への繰出金 1,521,291

      その他 16,972

        その他 133,093

    移転費用 9,591,383

      補助金等 3,817,186

      その他の業務費用 275,109

        支払利息 116,649

        徴収不能引当金繰入額 25,367

        維持補修費 89,989

        減価償却費 2,113,077

        その他 9,711

        その他 282,904

      物件費等 6,791,571

        物件費 4,578,794

        職員給与費 2,873,672

        賞与等引当金繰入額 214,972

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 20,029,613

    業務費用 10,438,229

      人件費 3,371,549

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 69,422,595 86,514,258 -17,091,664

  純行政コスト（△） -19,116,502 -19,116,502

  財源 18,041,472 18,041,472

    税収等 12,994,561 12,994,561

    国県等補助金 5,046,911 5,046,911

  本年度差額 -1,075,030 -1,075,030

  固定資産等の変動（内部変動） 3,303,652 -3,303,652

    有形固定資産等の増加 13,276,313 -13,276,313

    有形固定資産等の減少 -8,383,588 8,383,588

    貸付金・基金等の増加 442,786 -442,786

    貸付金・基金等の減少 -2,031,858 2,031,858

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -122,085 -122,085

  その他 -132,578 - -132,578

  本年度純資産変動額 -1,329,693 3,181,567 -4,511,260

本年度末純資産残高 68,092,901 89,695,825 -21,602,924

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 121,433

本年度歳計外現金増減額 -29,277

本年度末歳計外現金残高 92,156

本年度末現金預金残高 684,071

    その他の収入 -

財務活動収支 4,302,587

本年度資金収支額 19,317

前年度末資金残高 572,598

本年度末資金残高 591,915

  財務活動支出 2,266,160

    地方債償還支出 2,217,709

    その他の支出 48,450

  財務活動収入 6,568,747

    地方債発行収入 6,568,747

    貸付金元金回収収入 34,496

    資産売却収入 4,170

    その他の収入 -

投資活動収支 -5,150,039

【財務活動収支】

    貸付金支出 34,276

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,975,987

    国県等補助金収入 310,652

    基金取崩収入 1,626,669

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,126,026

    公共施設等整備費支出 7,011,724

    基金積立金支出 80,026

    投資及び出資金支出 -

  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 866,769

  業務収入 18,715,899

    税収等収入 13,021,696

    国県等補助金収入 4,888,003

    使用料及び手数料収入 195,559

    その他の収入 610,641

    移転費用支出 9,591,383

      補助金等支出 3,817,186

      社会保障給付支出 4,235,934

      他会計への繰出支出 1,521,291

      その他の支出 16,972

    業務費用支出 8,257,747

      人件費支出 3,336,744

      物件費等支出 4,678,494

      支払利息支出 116,649

      その他の支出 125,860

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 17,849,130


