
【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 16,853,709   固定負債 4,831,885

    有形固定資産 15,108,981     地方債 3,686,435

      事業用資産 11,330,180     長期未払金 -

        土地 1,640,587     退職手当引当金 1,101,574

        立木竹 151,897     損失補償等引当金 -

        建物 18,894,021     その他 43,876

        建物減価償却累計額 -10,848,984   流動負債 556,868

        工作物 5,551,037     １年内償還予定地方債 520,747

        工作物減価償却累計額 -4,097,624     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 16,329

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 19,792

        その他 - 負債合計 5,388,753

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 39,247   固定資産等形成分 18,036,362

      インフラ資産 3,501,437   余剰分（不足分） -5,301,979

        土地 506

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 7,921,394

        工作物減価償却累計額 -4,427,602

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,139

      物品 931,420

      物品減価償却累計額 -654,056

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,744,728

      投資及び出資金 97,680

        有価証券 20,352

        出資金 77,328

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 92,466

      長期貸付金 55,600

      基金 1,402,630

        減債基金 -

        その他 1,402,630

      その他 100,000

      徴収不能引当金 -3,648

  流動資産 1,269,427

    現金預金 83,198

    未収金 3,623

    短期貸付金 11,100

    基金 1,171,553

      財政調整基金 692,093

      減債基金 479,460

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -47 純資産合計 12,734,383

資産合計 18,123,136 負債及び純資産合計 18,123,136

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 2,959,962

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 6,416

    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 2,953,546

  臨時損失 6,416

    災害復旧事業費 -

  経常収益 145,536

    使用料及び手数料 82,811

    その他 62,725

      社会保障給付 149,376

      他会計への繰出金 309,718

      その他 881

        その他 7,797

    移転費用 873,418

      補助金等 413,442

      その他の業務費用 23,146

        支払利息 14,872

        徴収不能引当金繰入額 477

        維持補修費 97,765

        減価償却費 768,863

        その他 2,028

        その他 144,668

      物件費等 1,596,664

        物件費 728,008

        職員給与費 377,855

        賞与等引当金繰入額 16,329

        退職手当引当金繰入額 67,001

  経常費用 3,099,082

    業務費用 2,225,664

      人件費 605,854

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 12,949,386 17,895,462 -4,946,076

  純行政コスト（△） -2,959,962 -2,959,962

  財源 2,718,146 2,718,146

    税収等 2,427,227 2,427,227

    国県等補助金 290,919 290,919

  本年度差額 -241,817 -241,817

  固定資産等の変動（内部変動） 114,086 -114,086

    有形固定資産等の増加 777,437 -777,437

    有形固定資産等の減少 -775,279 775,279

    貸付金・基金等の増加 471,062 -471,062

    貸付金・基金等の減少 -359,134 359,134

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 26,814 26,814

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -215,003 140,900 -355,903

本年度末純資産残高 12,734,383 18,036,362 -5,301,979

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 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 83,198

    その他の収入 -

財務活動収支 159,044

本年度資金収支額 -56,608

前年度末資金残高 139,806

本年度末資金残高 83,198

  財務活動支出 465,656

    地方債償還支出 445,833

    その他の支出 19,823

  財務活動収入 624,700

    地方債発行収入 624,700

    貸付金元金回収収入 11,100

    資産売却収入 410

    その他の収入 -

投資活動収支 -776,678

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 405,243

    国県等補助金収入 45,699

    基金取崩収入 348,034

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,181,921

    公共施設等整備費支出 713,769

    基金積立金支出 468,152

    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 561,025

  業務収入 2,836,167

    税収等収入 2,445,662

    国県等補助金収入 245,220

    使用料及び手数料収入 82,970

    その他の収入 62,315

    移転費用支出 873,418

      補助金等支出 413,442

      社会保障給付支出 149,376

      他会計への繰出支出 309,718

      その他の支出 881

    業務費用支出 1,401,724

      人件費支出 551,254

      物件費等支出 831,899

      支払利息支出 14,872

      その他の支出 3,699

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 2,275,141


