
【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 35,196,476   固定負債 7,149,872

    有形固定資産 33,504,795     地方債 6,193,715

      事業用資産 25,905,112     長期未払金 -

        土地 17,962,587     退職手当引当金 921,230

        立木竹 603,824     損失補償等引当金 -

        建物 15,208,546     その他 34,927

        建物減価償却累計額 -8,223,109   流動負債 620,183

        工作物 985,679     １年内償還予定地方債 487,680

        工作物減価償却累計額 -645,485     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 82,763

        航空機 -     預り金 39,761

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,979

        その他 - 負債合計 7,770,055

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,070   固定資産等形成分 37,518,894

      インフラ資産 7,476,636   余剰分（不足分） -7,356,320

        土地 2,279,414

        建物 44,681

        建物減価償却累計額 -25,553

        工作物 13,187,490

        工作物減価償却累計額 -8,019,040

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 9,644

      物品 532,578

      物品減価償却累計額 -409,532

    無形固定資産 15,269

      ソフトウェア 15,269

      その他 -

    投資その他の資産 1,676,412

      投資及び出資金 1,148,325

        有価証券 1,000

        出資金 1,147,325

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 118,481

      長期貸付金 -

      基金 415,599

        減債基金 283,630

        その他 131,969

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,993

  流動資産 2,736,152

    現金預金 379,425

    未収金 34,785

    短期貸付金 -

    基金 2,322,418

      財政調整基金 2,322,418

      減債基金 -

    棚卸資産 1,288

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,764 純資産合計 30,162,574

資産合計 37,932,629 負債及び純資産合計 37,932,629

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 7,503,486

    その他 -

  臨時利益 22,127

    資産売却益 22,127

    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 7,525,316

  臨時損失 297

    災害復旧事業費 297

  経常収益 335,637

    使用料及び手数料 147,361

    その他 188,276

      社会保障給付 1,302,331

      他会計への繰出金 729,756

      その他 4,167

        その他 41,337

    移転費用 3,935,140

      補助金等 1,898,886

      その他の業務費用 93,749

        支払利息 44,656

        徴収不能引当金繰入額 7,756

        維持補修費 80,314

        減価償却費 636,516

        その他 -

        その他 74,451

      物件費等 2,546,271

        物件費 1,829,441

        職員給与費 1,005,628

        賞与等引当金繰入額 82,763

        退職手当引当金繰入額 122,951

  経常費用 7,860,954

    業務費用 3,925,814

      人件費 1,285,793

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 30,153,019 37,345,430 -7,192,411

  純行政コスト（△） -7,503,486 -7,503,486

  財源 7,506,998 7,506,998

    税収等 5,739,974 5,739,974

    国県等補助金 1,767,024 1,767,024

  本年度差額 3,511 3,511

  固定資産等の変動（内部変動） 167,421 -167,421

    有形固定資産等の増加 762,347 -762,347

    有形固定資産等の減少 -637,824 637,824

    貸付金・基金等の増加 165,940 -165,940

    貸付金・基金等の減少 -123,043 123,043

  資産評価差額 1,788 1,788

  無償所管換等 4,255 4,255

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 9,555 173,464 -163,909

本年度末純資産残高 30,162,574 37,518,894 -7,356,320

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 27,183

本年度歳計外現金増減額 12,578

本年度末歳計外現金残高 39,761

本年度末現金預金残高 379,425

    その他の収入 -

財務活動収支 138,989

本年度資金収支額 19,218

前年度末資金残高 320,447

本年度末資金残高 339,664

  財務活動支出 522,988

    地方債償還支出 517,998

    その他の支出 4,990

  財務活動収入 661,977

    地方債発行収入 661,977

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 22,306

    その他の収入 28,105

投資活動収支 -626,847

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 127,478

    国県等補助金収入 74,290

    基金取崩収入 2,777

【投資活動収支】

  投資活動支出 754,326

    公共施設等整備費支出 712,451

    基金積立金支出 26,524

    投資及び出資金支出 15,351

  臨時支出 297

    災害復旧事業費支出 297

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 507,076

  業務収入 7,731,598

    税収等収入 5,706,250

    国県等補助金収入 1,692,734

    使用料及び手数料収入 147,361

    その他の収入 185,253

    移転費用支出 3,935,140

      補助金等支出 1,898,886

      社会保障給付支出 1,302,331

      他会計への繰出支出 729,756

      その他の支出 4,167

    業務費用支出 3,289,084

      人件費支出 1,293,675

      物件費等支出 1,909,697

      支払利息支出 44,656

      その他の支出 41,056

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 7,224,224


