
【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 29,756,810   固定負債 7,296,630

    有形固定資産 26,080,165     地方債 6,003,068

      事業用資産 15,528,594     長期未払金 -

        土地 2,934,837     退職手当引当金 1,293,562

        立木竹 6,094,622     損失補償等引当金 -

        建物 15,026,798     その他 -

        建物減価償却累計額 -9,279,810   流動負債 813,479

        工作物 1,597,192     １年内償還予定地方債 740,987

        工作物減価償却累計額 -967,797     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 56,985

        航空機 -     預り金 15,507

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,110,109

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 122,753   固定資産等形成分 35,207,532

      インフラ資産 10,318,391   余剰分（不足分） -7,853,254

        土地 282,607

        建物 1,266,807

        建物減価償却累計額 -809,700

        工作物 26,783,828

        工作物減価償却累計額 -17,710,394

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 505,244

      物品 693,421

      物品減価償却累計額 -460,242

    無形固定資産 12,114

      ソフトウェア 12,114

      その他 -

    投資その他の資産 3,664,531

      投資及び出資金 145,614

        有価証券 143

        出資金 145,471

        その他 -

      投資損失引当金 -50,290

      長期延滞債権 63,827

      長期貸付金 769

      基金 3,508,369

        減債基金 -

        その他 3,508,369

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,756

  流動資産 5,707,577

    現金預金 240,845

    未収金 17,824

    短期貸付金 22

    基金 5,450,700

      財政調整基金 3,599,807

      減債基金 1,850,893

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,814 純資産合計 27,354,278

資産合計 35,464,387 負債及び純資産合計 35,464,387

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 291

純行政コスト 6,483,604

    その他 -

  臨時利益 5,375

    資産売却益 5,084

    資産除売却損 21,978

    投資損失引当金繰入額 31,671

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 6,342,379

  臨時損失 146,600

    災害復旧事業費 92,951

  経常収益 338,474

    使用料及び手数料 92,632

    その他 245,842

      社会保障給付 502,944

      他会計への繰出金 691,356

      その他 5,643

        その他 41,566

    移転費用 2,733,024

      補助金等 1,533,081

      その他の業務費用 88,286

        支払利息 42,916

        徴収不能引当金繰入額 3,804

        維持補修費 258,431

        減価償却費 1,019,902

        その他 -

        その他 61,522

      物件費等 2,690,754

        物件費 1,412,420

        職員給与費 1,050,282

        賞与等引当金繰入額 56,985

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,680,853

    業務費用 3,947,828

      人件費 1,168,788

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 31,248,374 38,614,521 -7,366,147

  純行政コスト（△） -6,483,604 -6,483,604

  財源 6,545,135 6,545,135

    税収等 5,503,103 5,503,103

    国県等補助金 1,042,032 1,042,032

  本年度差額 61,531 61,531

  固定資産等の変動（内部変動） 548,638 -548,638

    有形固定資産等の増加 925,297 -925,297

    有形固定資産等の減少 -1,019,902 1,019,902

    貸付金・基金等の増加 916,028 -916,028

    貸付金・基金等の減少 -272,785 272,785

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,955,627 -3,955,627

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -3,894,096 -3,406,989 -487,107

本年度末純資産残高 27,354,278 35,207,532 -7,853,254

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 18,133

本年度歳計外現金増減額 -2,626

本年度末歳計外現金残高 15,507

本年度末現金預金残高 240,845

    その他の収入 -

財務活動収支 392,504

本年度資金収支額 -171,252

前年度末資金残高 396,590

本年度末資金残高 225,338

  財務活動支出 793,462

    地方債償還支出 793,462

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,185,965

    地方債発行収入 1,185,965

    貸付金元金回収収入 22

    資産売却収入 5,084

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,456,768

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 299,677

    国県等補助金収入 147,226

    基金取崩収入 147,345

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,756,445

    公共施設等整備費支出 925,297

    基金積立金支出 831,148

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 114,929

    災害復旧事業費支出 92,951

    その他の支出 21,978

  臨時収入 474,020

業務活動収支 893,013

  業務収入 6,184,463

    税収等収入 5,503,968

    国県等補助金収入 420,786

    使用料及び手数料収入 91,016

    その他の収入 168,693

    移転費用支出 2,733,024

      補助金等支出 1,533,081

      社会保障給付支出 502,944

      他会計への繰出支出 691,356

      その他の支出 5,643

    業務費用支出 2,917,517

      人件費支出 1,169,220

      物件費等支出 1,670,852

      支払利息支出 42,916

      その他の支出 34,529

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 5,650,542


