
【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 30,455,242   固定負債 11,377,063

    有形固定資産 24,791,250     地方債 9,480,336

      事業用資産 15,253,220     長期未払金 -

        土地 4,990,766     退職手当引当金 1,896,727

        立木竹 21,752     損失補償等引当金 -

        建物 22,293,940     その他 -

        建物減価償却累計額 -12,860,719   流動負債 917,364

        工作物 1,350,346     １年内償還予定地方債 754,446

        工作物減価償却累計額 -559,947     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 18,633

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 94,242

        航空機 -     預り金 50,042

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 12,294,426

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 17,082   固定資産等形成分 32,710,778

      インフラ資産 9,334,398   余剰分（不足分） -11,822,453

        土地 999,908

        建物 121,563

        建物減価償却累計額 -102,506

        工作物 22,180,333

        工作物減価償却累計額 -13,973,113

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 108,213

      物品 474,682

      物品減価償却累計額 -271,050

    無形固定資産 12,675

      ソフトウェア 12,675

      その他 -

    投資その他の資産 5,651,316

      投資及び出資金 1,748,995

        有価証券 5,060

        出資金 1,743,935

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 45,434

      長期貸付金 95,386

      基金 3,766,777

        減債基金 -

        その他 3,766,777

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,277

  流動資産 2,727,509

    現金預金 456,017

    未収金 17,797

    短期貸付金 19,072

    基金 2,236,464

      財政調整基金 2,096,680

      減債基金 139,784

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,841 純資産合計 20,888,324

資産合計 33,182,750 負債及び純資産合計 33,182,750

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）

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

  経常費用 8,524,193

    業務費用 4,562,590

      人件費 1,436,720

        職員給与費 1,053,883

        賞与等引当金繰入額 94,242

        退職手当引当金繰入額 101,467

        その他 187,127

      物件費等 2,991,759

        物件費 1,866,785

        維持補修費 213,108

        減価償却費 911,865

        その他 -

      その他の業務費用 134,111

        支払利息 95,424

        徴収不能引当金繰入額 7,118

        その他 31,569

    移転費用 3,961,603

      補助金等 2,152,993

      社会保障給付 963,340

      他会計への繰出金 839,629

      その他 5,642

  経常収益 299,800

    使用料及び手数料 173,332

    その他 126,468

純経常行政コスト 8,224,392

  臨時損失 816,470

    災害復旧事業費 24,449

    資産除売却損 792,021

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 9,035,798

    その他 -

  臨時利益 5,065

    資産売却益 5,065



【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 21,356,756 32,491,175 -11,134,420

  純行政コスト（△） -9,035,798 -9,035,798

  財源 8,608,751 8,608,751

    税収等 6,809,195 6,809,195

    国県等補助金 1,799,557 1,799,557

  本年度差額 -427,047 -427,047

  固定資産等の変動（内部変動） 260,987 -260,987

    有形固定資産等の増加 1,222,345 -1,222,345

    有形固定資産等の減少 -1,703,892 1,703,892

    貸付金・基金等の増加 1,465,288 -1,465,288

    貸付金・基金等の減少 -722,754 722,754

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 -41,385 -41,385

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -468,431 219,602 -688,034

本年度末純資産残高 20,888,324 32,710,778 -11,822,453

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）

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 7,656,686

    業務費用支出 3,695,083

      人件費支出 1,488,941

      物件費等支出 2,101,892

      支払利息支出 95,424

      その他の支出 8,825

    移転費用支出 3,961,603

      補助金等支出 2,152,993

      社会保障給付支出 963,340

      他会計への繰出支出 839,629

      その他の支出 5,642

  業務収入 8,663,125

    税収等収入 6,802,061

    国県等補助金収入 1,568,629

    使用料及び手数料収入 172,768

    その他の収入 119,667

  臨時支出 24,449

    災害復旧事業費支出 24,449

    その他の支出 -

  臨時収入 16,465

業務活動収支 998,456

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,614,111

    公共施設等整備費支出 1,222,345

    基金積立金支出 1,297,767

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 94,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 874,898

    国県等補助金収入 214,462

    基金取崩収入 552,714

    貸付金元金回収収入 102,652

    資産売却収入 5,070

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,739,213

【財務活動収支】

  財務活動支出 746,309

    地方債償還支出 746,309

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,415,926

    地方債発行収入 1,415,926

前年度末歳計外現金残高 51,750

本年度歳計外現金増減額 -1,709

本年度末歳計外現金残高 50,042

本年度末現金預金残高 456,017

    その他の収入 -

財務活動収支 669,617

本年度資金収支額 -71,140

前年度末資金残高 477,115

本年度末資金残高 405,975


