
【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 13,044,202   固定負債 3,639,638

    有形固定資産 11,759,139     地方債 2,608,328

      事業用資産 5,915,332     長期未払金 -

        土地 1,366,489     退職手当引当金 976,367

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,719,948     その他 54,943

        建物減価償却累計額 -4,637,577   流動負債 355,996

        工作物 671,027     １年内償還予定地方債 267,718

        工作物減価償却累計額 -226,015     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 52,524

        航空機 -     預り金 18,924

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,829

        その他 - 負債合計 3,995,633

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,460   固定資産等形成分 14,233,394

      インフラ資産 5,667,982   余剰分（不足分） -3,653,833

        土地 63,383

        建物 150,864

        建物減価償却累計額 -121,574

        工作物 12,181,587

        工作物減価償却累計額 -6,720,274

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 113,994

      物品 452,937

      物品減価償却累計額 -277,112

    無形固定資産 12,000

      ソフトウェア 12,000

      その他 0

    投資その他の資産 1,273,063

      投資及び出資金 501,022

        有価証券 -

        出資金 501,022

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 35,536

      長期貸付金 -

      基金 738,136

        減債基金 52,919

        その他 685,217

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,631

  流動資産 1,530,993

    現金預金 205,310

    未収金 133,061

    短期貸付金 -

    基金 1,189,192

      財政調整基金 1,189,192

      減債基金 -

    棚卸資産 9,536

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,108 純資産合計 10,579,561

資産合計 14,575,194 負債及び純資産合計 14,575,194

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 2,982,930

    その他 -

  臨時利益 10,333

    資産売却益 10,333

    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 2,993,263

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 309,487

    使用料及び手数料 118,303

    その他 191,184

      社会保障給付 274,433

      他会計への繰出金 256,062

      その他 16,948

        その他 18,014

    移転費用 1,273,536

      補助金等 726,093

      その他の業務費用 49,670

        支払利息 23,945

        徴収不能引当金繰入額 7,711

        維持補修費 36,208

        減価償却費 517,257

        その他 -

        その他 116,544

      物件費等 1,195,137

        物件費 641,672

        職員給与費 615,338

        賞与等引当金繰入額 52,524

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 3,302,750

    業務費用 2,029,214

      人件費 784,407

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 10,083,282 13,823,630 -3,740,348

  純行政コスト（△） -2,982,930 -2,982,930

  財源 3,469,150 3,469,150

    税収等 2,737,517 2,737,517

    国県等補助金 731,633 731,633

  本年度差額 486,219 486,219

  固定資産等の変動（内部変動） 399,933 -399,933

    有形固定資産等の増加 534,120 -534,120

    有形固定資産等の減少 -444,931 444,931

    貸付金・基金等の増加 901,351 -901,351

    貸付金・基金等の減少 -590,606 590,606

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,766 8,766

  その他 1,293 1,065 228

  本年度純資産変動額 496,279 409,764 86,515

本年度末純資産残高 10,579,561 14,233,394 -3,653,833

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 19,228

本年度歳計外現金増減額 -304

本年度末歳計外現金残高 18,924

本年度末現金預金残高 205,310

    その他の収入 -

財務活動収支 2,107

本年度資金収支額 20,643

前年度末資金残高 165,744

本年度末資金残高 186,386

  財務活動支出 279,593

    地方債償還支出 272,460

    その他の支出 7,133

  財務活動収入 281,700

    地方債発行収入 281,700

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 19,616

    その他の収入 -

投資活動収支 -583,393

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 566,123

    国県等補助金収入 239,950

    基金取崩収入 306,557

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,149,516

    公共施設等整備費支出 534,120

    基金積立金支出 614,478

    投資及び出資金支出 918

  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 601,928

  業務収入 3,373,700

    税収等収入 2,734,356

    国県等補助金収入 440,664

    使用料及び手数料収入 118,179

    その他の収入 80,500

    移転費用支出 1,273,536

      補助金等支出 726,093

      社会保障給付支出 274,433

      他会計への繰出支出 256,062

      その他の支出 16,948

    業務費用支出 1,498,236

      人件費支出 778,397

      物件費等支出 677,880

      支払利息支出 23,945

      その他の支出 18,014

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 2,771,772


