
【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 75,158,307   固定負債 13,533,829

    有形固定資産 69,413,808     地方債 13,533,829

      事業用資産 33,831,405     長期未払金 -

        土地 22,214,219     退職手当引当金 -

        立木竹 2,872     損失補償等引当金 -

        建物 25,992,118     その他 -

        建物減価償却累計額 -15,152,266   流動負債 1,526,986

        工作物 1,281,732     １年内償還予定地方債 1,291,776

        工作物減価償却累計額 -509,491     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 199,094

        航空機 -     預り金 36,116

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 15,060,815

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,221   固定資産等形成分 77,775,009

      インフラ資産 35,409,986   余剰分（不足分） -14,000,072

        土地 4,418,210

        建物 82,750

        建物減価償却累計額 -55,710

        工作物 55,865,898

        工作物減価償却累計額 -26,301,053

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,399,890

      物品 298,702

      物品減価償却累計額 -126,286

    無形固定資産 1,765

      ソフトウェア 1,765

      その他 -

    投資その他の資産 5,742,735

      投資及び出資金 1,843,081

        有価証券 -

        出資金 1,843,081

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 395,629

      長期貸付金 259,302

      基金 3,257,911

        減債基金 -

        その他 3,257,911

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,189

  流動資産 3,677,445

    現金預金 998,075

    未収金 66,891

    短期貸付金 1,074

    基金 2,615,628

      財政調整基金 2,573,991

      減債基金 41,637

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,223 純資産合計 63,774,938

資産合計 78,835,752 負債及び純資産合計 78,835,752

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 17,717,035

    その他 -

  臨時利益 10,112

    資産売却益 10,112

    資産除売却損 0

    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 17,726,510

  臨時損失 636

    災害復旧事業費 636

  経常収益 601,840

    使用料及び手数料 316,387

    その他 285,453

      社会保障給付 5,407,852

      他会計への繰出金 1,789,506

      その他 4,487

        その他 112,272

    移転費用 10,153,343

      補助金等 2,951,499

      その他の業務費用 234,375

        支払利息 104,692

        徴収不能引当金繰入額 17,411

        維持補修費 298,247

        減価償却費 1,688,901

        その他 -

        その他 343,841

      物件費等 4,906,528

        物件費 2,919,381

        職員給与費 2,233,406

        賞与等引当金繰入額 199,094

        退職手当引当金繰入額 257,762

  経常費用 18,328,350

    業務費用 8,175,007

      人件費 3,034,104

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 63,204,555 77,329,537 -14,124,983

  純行政コスト（△） -17,717,035 -17,717,035

  財源 17,554,526 17,554,526

    税収等 12,579,565 12,579,565

    国県等補助金 4,974,960 4,974,960

  本年度差額 -162,509 -162,509

  固定資産等の変動（内部変動） -287,420 287,420

    有形固定資産等の増加 1,119,122 -1,119,122

    有形固定資産等の減少 -1,689,063 1,689,063

    貸付金・基金等の増加 1,848,654 -1,848,654

    貸付金・基金等の減少 -1,566,133 1,566,133

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 454,092 454,092

  その他 278,800 278,800 -

  本年度純資産変動額 570,383 445,472 124,911

本年度末純資産残高 63,774,938 77,775,009 -14,000,072

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 37,972

本年度歳計外現金増減額 -1,856

本年度末歳計外現金残高 36,116

本年度末現金預金残高 998,075

    その他の収入 -

財務活動収支 60,129

本年度資金収支額 193,275

前年度末資金残高 768,684

本年度末資金残高 961,959

  財務活動支出 1,250,513

    地方債償還支出 1,250,513

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,310,642

    地方債発行収入 1,310,642

    貸付金元金回収収入 42,796

    資産売却収入 10,274

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,101,863

【財務活動収支】

    貸付金支出 40,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,495,311

    国県等補助金収入 309,331

    基金取崩収入 1,132,910

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,597,173

    公共施設等整備費支出 1,119,122

    基金積立金支出 1,416,157

    投資及び出資金支出 21,894

  臨時支出 636

    災害復旧事業費支出 636

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,235,008

  業務収入 17,854,623

    税収等収入 12,577,082

    国県等補助金収入 4,665,629

    使用料及び手数料収入 311,414

    その他の収入 300,497

    移転費用支出 10,153,343

      補助金等支出 2,951,499

      社会保障給付支出 5,407,852

      他会計への繰出支出 1,789,506

      その他の支出 4,487

    業務費用支出 6,465,635

      人件費支出 3,031,171

      物件費等支出 3,217,628

      支払利息支出 104,692

      その他の支出 112,144

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 16,618,978


