
【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 12,597,226   固定負債 4,328,718

    有形固定資産 11,401,503     地方債 3,600,941

      事業用資産 6,080,194     長期未払金 -

        土地 2,270,444     退職手当引当金 727,777

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,083,018     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,393,274   流動負債 423,614

        工作物 266,598     １年内償還予定地方債 338,451

        工作物減価償却累計額 -149,970     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 66,107

        航空機 -     預り金 19,056

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,752,332

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,377   固定資産等形成分 14,082,714

      インフラ資産 4,851,976   余剰分（不足分） -4,432,975

        土地 387,802

        建物 51,827

        建物減価償却累計額 -40,071

        工作物 11,927,413

        工作物減価償却累計額 -7,659,247

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 184,252

      物品 959,042

      物品減価償却累計額 -489,709

    無形固定資産 5,149

      ソフトウェア 5,149

      その他 -

    投資その他の資産 1,190,574

      投資及び出資金 12,281

        有価証券 31

        出資金 12,251

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 150,491

      長期貸付金 377

      基金 1,033,763

        減債基金 326,111

        その他 707,652

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,338

  流動資産 1,804,846

    現金預金 289,101

    未収金 32,733

    短期貸付金 523

    基金 1,484,965

      財政調整基金 1,484,965

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,477 純資産合計 9,649,739

資産合計 14,402,071 負債及び純資産合計 14,402,071

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 4,190,380

    その他 322

  臨時利益 205

    資産売却益 205

    資産除売却損 20,616

    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 4,169,648

  臨時損失 20,938

    災害復旧事業費 -

  経常収益 171,829

    使用料及び手数料 74,279

    その他 97,550

      社会保障給付 694,969

      他会計への繰出金 381,330

      その他 592

        その他 24,020

    移転費用 1,928,859

      補助金等 851,968

      その他の業務費用 61,459

        支払利息 31,060

        徴収不能引当金繰入額 6,379

        維持補修費 112,217

        減価償却費 453,957

        その他 -

        その他 48,464

      物件費等 1,242,383

        物件費 676,209

        職員給与費 994,205

        賞与等引当金繰入額 66,107

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 4,341,476

    業務費用 2,412,618

      人件費 1,108,776

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 9,539,788 13,725,395 -4,185,607

  純行政コスト（△） -4,190,380 -4,190,380

  財源 4,304,149 4,304,149

    税収等 3,253,203 3,253,203

    国県等補助金 1,050,946 1,050,946

  本年度差額 113,769 113,769

  固定資産等の変動（内部変動） 361,137 -361,137

    有形固定資産等の増加 759,833 -759,833

    有形固定資産等の減少 -455,287 455,287

    貸付金・基金等の増加 401,825 -401,825

    貸付金・基金等の減少 -345,234 345,234

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,818 -3,818

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 109,951 357,318 -247,368

本年度末純資産残高 9,649,739 14,082,714 -4,432,975

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 19,024

本年度歳計外現金増減額 32

本年度末歳計外現金残高 19,056

本年度末現金預金残高 289,101

    その他の収入 -

財務活動収支 189,945

本年度資金収支額 -59,405

前年度末資金残高 329,450

本年度末資金残高 270,045

  財務活動支出 373,575

    地方債償還支出 373,575

    その他の支出 -

  財務活動収入 563,520

    地方債発行収入 563,520

    貸付金元金回収収入 6,597

    資産売却収入 205

    その他の収入 -

投資活動収支 -603,806

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 263,467

    国県等補助金収入 218,265

    基金取崩収入 38,400

【投資活動収支】

  投資活動支出 867,274

    公共施設等整備費支出 759,833

    基金積立金支出 107,441

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 19,286

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 19,286

  臨時収入 374,363

業務活動収支 354,456

  業務収入 3,877,934

    税収等収入 3,252,865

    国県等補助金収入 458,318

    使用料及び手数料収入 73,991

    その他の収入 92,761

    移転費用支出 1,928,859

      補助金等支出 851,968

      社会保障給付支出 694,969

      他会計への繰出支出 381,330

      その他の支出 592

    業務費用支出 1,949,697

      人件費支出 1,107,569

      物件費等支出 788,426

      支払利息支出 31,060

      その他の支出 22,641

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 3,878,555


