
【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 34,462,382   固定負債 3,431,394

    有形固定資産 31,407,796     地方債 2,936,577

      事業用資産 12,305,738     長期未払金 -

        土地 7,698,009     退職手当引当金 494,817

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,803,437     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,228,916   流動負債 410,993

        工作物 22,170     １年内償還予定地方債 305,224

        工作物減価償却累計額 -6,260     未払金 2,149

        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 47,732

        航空機 -     預り金 55,887

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,842,387

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 17,297   固定資産等形成分 34,803,680

      インフラ資産 19,056,446   余剰分（不足分） -3,721,100

        土地 18,319,736

        建物 691

        建物減価償却累計額 -

        工作物 1,794,584

        工作物減価償却累計額 -1,058,565

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 339,285

      物品減価償却累計額 -293,673

    無形固定資産 32,776

      ソフトウェア 32,776

      その他 -

    投資その他の資産 3,021,810

      投資及び出資金 11,472

        有価証券 -

        出資金 11,472

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 26,863

      長期貸付金 -

      基金 2,986,210

        減債基金 506,966

        その他 2,479,244

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,735

  流動資産 462,584

    現金預金 114,079

    未収金 7,238

    短期貸付金 -

    基金 341,298

      財政調整基金 341,298

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -30 純資産合計 31,082,580

資産合計 34,924,967 負債及び純資産合計 34,924,967

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 30

純行政コスト 3,192,188

    その他 -

  臨時利益 970

    資産売却益 940

    資産除売却損 -

    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 3,193,158

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 164,590

    使用料及び手数料 51,239

    その他 113,351

      社会保障給付 406,459

      他会計への繰出金 230,303

      その他 6,950

        その他 8,701

    移転費用 1,656,175

      補助金等 1,012,463

      その他の業務費用 31,364

        支払利息 23,031

        徴収不能引当金繰入額 -368

        維持補修費 45,314

        減価償却費 259,321

        その他 6,357

        その他 311,782

      物件費等 758,341

        物件費 447,347

        職員給与費 579,490

        賞与等引当金繰入額 47,732

        退職手当引当金繰入額 -27,134

  経常費用 3,357,749

    業務費用 1,701,574

      人件費 911,870

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 30,665,145 34,311,948 -3,646,803

  純行政コスト（△） -3,192,188 -3,192,188

  財源 3,605,393 3,605,393

    税収等 2,907,807 2,907,807

    国県等補助金 697,586 697,586

  本年度差額 413,205 413,205

  固定資産等の変動（内部変動） 487,502 -487,502

    有形固定資産等の増加 549,792 -549,792

    有形固定資産等の減少 -259,321 259,321

    貸付金・基金等の増加 209,347 -209,347

    貸付金・基金等の減少 -12,316 12,316

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,230 4,230

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 417,435 491,732 -74,297

本年度末純資産残高 31,082,580 34,803,680 -3,721,100

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 57,909

本年度歳計外現金増減額 -2,022

本年度末歳計外現金残高 55,887

本年度末現金預金残高 114,079

    その他の収入 -

財務活動収支 101,151

本年度資金収支額 32,573

前年度末資金残高 25,618

本年度末資金残高 58,191

  財務活動支出 264,649

    地方債償還支出 259,349

    その他の支出 5,299

  財務活動収入 365,800

    地方債発行収入 365,800

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1,480

    その他の収入 -

投資活動収支 -753,742

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 13,397

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 11,917

【投資活動収支】

  投資活動支出 767,140

    公共施設等整備費支出 549,792

    基金積立金支出 217,347

    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 685,164

  業務収入 3,810,049

    税収等収入 2,919,491

    国県等補助金収入 697,586

    使用料及び手数料収入 50,720

    その他の収入 142,252

    移転費用支出 1,656,175

      補助金等支出 1,012,463

      社会保障給付支出 406,459

      他会計への繰出支出 230,303

      その他の支出 6,950

    業務費用支出 1,468,711

      人件費支出 937,960

      物件費等支出 499,019

      支払利息支出 23,031

      その他の支出 8,701

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 3,124,885


