
【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 45,705,204   固定負債 17,311,190

    有形固定資産 44,608,338     地方債 15,159,370

      事業用資産 23,518,267     長期未払金 -

        土地 9,605,795     退職手当引当金 2,148,649

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,171

        建物 32,563,264     その他 -

        建物減価償却累計額 -20,296,789   流動負債 2,671,091

        工作物 2,584,896     １年内償還予定地方債 2,214,422

        工作物減価償却累計額 -1,720,294     未払金 -

        船舶 1,785     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,428     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 198,083

        航空機 -     預り金 41,193

        航空機減価償却累計額 -     その他 217,392

        その他 - 負債合計 19,982,281

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 781,040   固定資産等形成分 48,456,620

      インフラ資産 20,745,031   余剰分（不足分） -19,261,070

        土地 3,161,019

        建物 198,305

        建物減価償却累計額 -131,127

        工作物 40,511,486

        工作物減価償却累計額 -23,207,058

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 212,406

      物品 1,305,634

      物品減価償却累計額 -960,595

    無形固定資産 28,794

      ソフトウェア 28,794

      その他 -

    投資その他の資産 1,068,072

      投資及び出資金 88,774

        有価証券 4,743

        出資金 84,031

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 766,451

      長期貸付金 6,859

      基金 219,377

        減債基金 -

        その他 219,377

      その他 -

      徴収不能引当金 -13,389

  流動資産 3,472,627

    現金預金 433,861

    未収金 96,532

    短期貸付金 1,500

    基金 2,749,917

      財政調整基金 1,637,082

      減債基金 1,112,834

    棚卸資産 -

    その他 196,200

    徴収不能引当金 -5,383 純資産合計 29,195,550

資産合計 49,177,831 負債及び純資産合計 49,177,831

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 4,769

純行政コスト 13,343,673

    その他 26,862

  臨時利益 12,309

    資産売却益 7,540

    資産除売却損 56,053

    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 13,273,066

  臨時損失 82,915

    災害復旧事業費 -

  経常収益 611,946

    使用料及び手数料 249,438

    その他 362,508

      社会保障給付 3,181,862

      他会計への繰出金 1,366,422

      その他 7,114

        その他 89,280

    移転費用 6,605,240

      補助金等 2,049,842

      その他の業務費用 226,565

        支払利息 123,463

        徴収不能引当金繰入額 13,822

        維持補修費 237,765

        減価償却費 1,569,033

        その他 -

        その他 149,391

      物件費等 3,498,876

        物件費 1,692,078

        職員給与費 3,206,857

        賞与等引当金繰入額 198,083

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 13,885,012

    業務費用 7,279,772

      人件費 3,554,331

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 28,774,807 47,868,641 -19,093,833

  純行政コスト（△） -13,343,673 -13,343,673

  財源 12,974,113 12,974,113

    税収等 9,122,752 9,122,752

    国県等補助金 3,851,360 3,851,360

  本年度差額 -369,560 -369,560

  固定資産等の変動（内部変動） -202,323 202,323

    有形固定資産等の増加 1,871,890 -1,871,890

    有形固定資産等の減少 -1,576,559 1,576,559

    貸付金・基金等の増加 971,549 -971,549

    貸付金・基金等の減少 -1,469,203 1,469,203

  資産評価差額 -9,662 -9,662

  無償所管換等 799,965 799,965

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 420,743 587,980 -167,237

本年度末純資産残高 29,195,550 48,456,620 -19,261,070

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 32,810

本年度歳計外現金増減額 8,383

本年度末歳計外現金残高 41,193

本年度末現金預金残高 433,861

    その他の収入 217,392

財務活動収支 361,534

本年度資金収支額 -15,764

前年度末資金残高 408,432

本年度末資金残高 392,668

  財務活動支出 2,417,158

    地方債償還支出 2,185,729

    その他の支出 231,429

  財務活動収入 2,778,692

    地方債発行収入 2,561,300

    貸付金元金回収収入 38,169

    資産売却収入 7,540

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,122,028

【財務活動収支】

    貸付金支出 18,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 931,584

    国県等補助金収入 289,675

    基金取崩収入 596,200

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,053,612

    公共施設等整備費支出 1,871,890

    基金積立金支出 163,722

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 48,527

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 48,527

  臨時収入 73,645

業務活動収支 744,729

  業務収入 13,012,114

    税収等収入 9,110,105

    国県等補助金収入 3,488,040

    使用料及び手数料収入 257,529

    その他の収入 156,440

    移転費用支出 6,605,240

      補助金等支出 2,049,842

      社会保障給付支出 3,181,862

      他会計への繰出支出 1,366,422

      その他の支出 7,114

    業務費用支出 5,687,263

      人件費支出 3,556,376

      物件費等支出 1,929,843

      支払利息支出 123,463

      その他の支出 77,580

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 12,292,502


