
【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 52,091,877   固定負債 14,142,793

    有形固定資産 46,655,113     地方債 12,378,400

      事業用資産 21,845,622     長期未払金 -

        土地 12,455,138     退職手当引当金 1,764,393

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 22,790,581     その他 -

        建物減価償却累計額 -14,017,378   流動負債 1,824,404

        工作物 1,241,069     １年内償還予定地方債 1,359,905

        工作物減価償却累計額 -824,701     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 146,011

        航空機 -     預り金 318,093

        航空機減価償却累計額 -     その他 394

        その他 - 負債合計 15,967,197

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 200,913   固定資産等形成分 59,474,197

      インフラ資産 24,650,438   余剰分（不足分） -15,068,995

        土地 12,838,854

        建物 2,973,392

        建物減価償却累計額 -1,940,218

        工作物 40,636,100

        工作物減価償却累計額 -29,865,006

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,316

      物品 837,509

      物品減価償却累計額 -678,455

    無形固定資産 130,897

      ソフトウェア 130,897

      その他 -

    投資その他の資産 5,305,867

      投資及び出資金 33,869

        有価証券 23

        出資金 33,846

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 240,041

      長期貸付金 1,154,385

      基金 3,887,319

        減債基金 -

        その他 3,887,319

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,747

  流動資産 8,280,522

    現金預金 846,906

    未収金 54,464

    短期貸付金 90,121

    基金 7,292,199

      財政調整基金 7,156,649

      減債基金 135,550

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,168 純資産合計 44,405,201

資産合計 60,372,398 負債及び純資産合計 60,372,398

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 11,907,106

    その他 87,743

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 62,486

    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 11,743,201

  臨時損失 163,905

    災害復旧事業費 13,676

  経常収益 316,032

    使用料及び手数料 102,971

    その他 213,061

      社会保障給付 1,932,337

      他会計への繰出金 1,880,954

      その他 2,461

        その他 54,198

    移転費用 5,951,193

      補助金等 2,135,441

      その他の業務費用 151,565

        支払利息 90,210

        徴収不能引当金繰入額 7,157

        維持補修費 216,195

        減価償却費 1,118,876

        その他 -

        その他 293,275

      物件費等 3,531,615

        物件費 2,196,544

        職員給与費 1,981,676

        賞与等引当金繰入額 146,011

        退職手当引当金繰入額 3,898

  経常費用 12,059,233

    業務費用 6,108,040

      人件費 2,424,860

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 43,467,235 58,719,485 -15,252,250

  純行政コスト（△） -11,907,106 -11,907,106

  財源 12,810,202 12,810,202

    税収等 10,425,503 10,425,503

    国県等補助金 2,384,699 2,384,699

  本年度差額 903,097 903,097

  固定資産等の変動（内部変動） 719,842 -719,842

    有形固定資産等の増加 1,053,608 -1,053,608

    有形固定資産等の減少 -1,312,443 1,312,443

    貸付金・基金等の増加 1,691,138 -1,691,138

    貸付金・基金等の減少 -712,462 712,462

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 34,869 34,869

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 937,966 754,711 183,255

本年度末純資産残高 44,405,201 59,474,197 -15,068,995

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 281,133

本年度歳計外現金増減額 36,960

本年度末歳計外現金残高 318,093

本年度末現金預金残高 846,906

    その他の収入 -

財務活動収支 -179,894

本年度資金収支額 10,298

前年度末資金残高 518,515

本年度末資金残高 528,813

  財務活動支出 1,223,134

    地方債償還支出 1,223,134

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,043,240

    地方債発行収入 1,043,240

    貸付金元金回収収入 113,340

    資産売却収入 131,080

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,786,098

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 939,026

    国県等補助金収入 184,861

    基金取崩収入 509,745

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,725,124

    公共施設等整備費支出 1,053,608

    基金積立金支出 1,671,516

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 13,676

    災害復旧事業費支出 13,676

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,976,290

  業務収入 12,921,113

    税収等収入 10,424,253

    国県等補助金収入 2,199,838

    使用料及び手数料収入 102,908

    その他の収入 194,114

    移転費用支出 5,951,193

      補助金等支出 2,135,441

      社会保障給付支出 1,932,337

      他会計への繰出支出 1,880,954

      その他の支出 2,461

    業務費用支出 4,979,954

      人件費支出 2,426,077

      物件費等支出 2,412,738

      支払利息支出 90,210

      その他の支出 50,929

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 10,931,147


