
【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 70,747,594   固定負債 18,481,597

    有形固定資産 69,082,430     地方債 15,117,632

      事業用資産 19,326,777     長期未払金 -

        土地 7,812,070     退職手当引当金 3,352,448

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,701

        建物 32,602,070     その他 7,816

        建物減価償却累計額 -21,398,851   流動負債 2,483,369

        工作物 581,372     １年内償還予定地方債 2,232,789

        工作物減価償却累計額 -269,884     未払金 4,628

        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 166,219

        航空機 -     預り金 72,099

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,634

        その他 - 負債合計 20,964,966

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 72,475,585

      インフラ資産 49,209,272   余剰分（不足分） -20,238,490

        土地 3,335,241

        建物 5,686,254

        建物減価償却累計額 -3,111,218

        工作物 149,088,803

        工作物減価償却累計額 -105,828,807

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 38,999

      物品 1,916,262

      物品減価償却累計額 -1,369,882

    無形固定資産 35,076

      ソフトウェア 35,076

      その他 -

    投資その他の資産 1,630,088

      投資及び出資金 325,176

        有価証券 37,950

        出資金 287,226

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 98,403

      長期貸付金 64,913

      基金 1,146,087

        減債基金 -

        その他 1,146,087

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,491

  流動資産 2,454,467

    現金預金 666,496

    未収金 31,626

    短期貸付金 16,924

    基金 1,711,066

      財政調整基金 1,495,068

      減債基金 215,999

    棚卸資産 30,637

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,283 純資産合計 52,237,095

資産合計 73,202,061 負債及び純資産合計 73,202,061

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 3,629

純行政コスト 15,674,661

    その他 -

  臨時利益 30,170

    資産売却益 26,541

    資産除売却損 104,469

    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 15,069,520

  臨時損失 635,311

    災害復旧事業費 530,842

  経常収益 713,019

    使用料及び手数料 471,074

    その他 241,945

      社会保障給付 1,083,838

      他会計への繰出金 1,473,617

      その他 18,870

        その他 89,919

    移転費用 5,763,473

      補助金等 3,187,148

      その他の業務費用 226,378

        支払利息 135,004

        徴収不能引当金繰入額 1,455

        維持補修費 666,894

        減価償却費 3,284,410

        その他 -

        その他 181,755

      物件費等 6,912,741

        物件費 2,961,436

        職員給与費 2,392,249

        賞与等引当金繰入額 166,219

        退職手当引当金繰入額 139,724

  経常費用 15,782,539

    業務費用 10,019,066

      人件費 2,879,947

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 54,500,281 74,806,327 -20,306,046

  純行政コスト（△） -15,674,661 -15,674,661

  財源 12,783,088 12,783,088

    税収等 10,033,807 10,033,807

    国県等補助金 2,749,281 2,749,281

  本年度差額 -2,891,574 -2,891,574

  固定資産等の変動（内部変動） -2,959,060 2,959,060

    有形固定資産等の増加 1,014,607 -1,014,607

    有形固定資産等の減少 -3,294,399 3,294,399

    貸付金・基金等の増加 577,369 -577,369

    貸付金・基金等の減少 -1,256,636 1,256,636

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 628,317 628,317

  その他 70 - 70

  本年度純資産変動額 -2,263,187 -2,330,743 67,556

本年度末純資産残高 52,237,095 72,475,585 -20,238,490

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 23,229

本年度歳計外現金増減額 48,870

本年度末歳計外現金残高 72,099

本年度末現金預金残高 666,496

    その他の収入 -

財務活動収支 4,864

本年度資金収支額 218,995

前年度末資金残高 375,402

本年度末資金残高 594,397

  財務活動支出 2,269,008

    地方債償還支出 2,261,018

    その他の支出 7,990

  財務活動収入 2,273,872

    地方債発行収入 2,273,872

    貸付金元金回収収入 22,518

    資産売却収入 30,656

    その他の収入 -

投資活動収支 -182,099

【財務活動収支】

    貸付金支出 19,220

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,409,780

    国県等補助金収入 127,846

    基金取崩収入 1,228,761

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,591,879

    公共施設等整備費支出 1,014,607

    基金積立金支出 558,053

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 530,842

    災害復旧事業費支出 530,842

    その他の支出 -

  臨時収入 208,965

業務活動収支 396,231

  業務収入 13,149,422

    税収等収入 10,025,784

    国県等補助金収入 2,412,469

    使用料及び手数料収入 472,187

    その他の収入 238,982

    移転費用支出 5,764,708

      補助金等支出 3,187,148

      社会保障給付支出 1,083,838

      他会計への繰出支出 1,473,617

      その他の支出 20,105

    業務費用支出 6,666,606

      人件費支出 2,742,541

      物件費等支出 3,726,926

      支払利息支出 135,004

      その他の支出 62,135

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 12,431,315


