
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 59,203,636   固定負債 26,100,521

    有形固定資産 56,403,960     地方債等 22,623,699

      事業用資産 23,722,813     長期未払金 -

        土地 9,665,595     退職手当引当金 2,246,492

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,171

        建物 32,563,264     その他 1,227,158

        建物減価償却累計額 -20,296,789   流動負債 3,219,381

        工作物 2,729,641     １年内償還予定地方債等 2,585,178

        工作物減価償却累計額 -1,720,294     未払金 141,912

        船舶 1,785     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,428     前受金 3,212

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 222,751

        航空機 -     預り金 41,193

        航空機減価償却累計額 -     その他 225,135

        その他 - 負債合計 29,319,902

        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 62,098,162

      インフラ資産 31,993,844   余剰分（不足分） -27,877,761

        土地 3,623,834   他団体出資等分 -

        建物 6,368,322

        建物減価償却累計額 -1,630,139

        工作物 50,952,223

        工作物減価償却累計額 -27,624,851

        その他 28,665

        その他減価償却累計額 -24,611

        建設仮勘定 300,400

      物品 2,394,304

      物品減価償却累計額 -1,707,001

    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 2,770,882

      投資及び出資金 88,774

        有価証券 4,743

        出資金 84,031

        その他 -

      長期延滞債権 904,604

      長期貸付金 6,859

      基金 1,763,928

        減債基金 38,922

        その他 1,725,006

      その他 31,027

      徴収不能引当金 -24,310

  流動資産 4,331,318

    現金預金 998,669

    未収金 240,121

    短期貸付金 1,500

    基金 2,893,026

      財政調整基金 1,780,191

      減債基金 1,112,834

    棚卸資産 28,248

    その他 196,200

    徴収不能引当金 -26,446

  繰延資産 5,348 純資産合計 34,220,401

資産合計 63,540,302 負債及び純資産合計 63,540,302

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 7,540

    その他 5,499

純行政コスト 21,464,884

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 30,637

  臨時利益 13,039

  臨時損失 92,915

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 62,278

    使用料及び手数料 935,580

    その他 17,195,610

純経常行政コスト 21,385,007

      社会保障給付 3,181,862

      その他 9,228

  経常収益 18,131,191

        その他 12,675,069

    移転費用 15,624,661

      補助金等 12,433,572

      その他の業務費用 12,973,713

        支払利息 270,387

        徴収不能引当金繰入額 28,257

        維持補修費 250,411

        減価償却費 1,984,709

        その他 -

        その他 157,889

      物件費等 6,827,379

        物件費 4,592,259

        職員給与費 3,711,687

        賞与等引当金繰入額 220,869

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 39,516,198

    業務費用 23,891,537

      人件費 4,090,446

全体行政コスト計算書
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：全体会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 33,218,698 61,074,643 -27,855,945 -

  純行政コスト（△） -21,464,884 -21,464,884 -

  財源 21,659,116 21,659,116 -

    税収等 14,782,113 14,782,113 -

    国県等補助金 6,877,003 6,877,003 -

  本年度差額 194,233 194,233 -

  固定資産等の変動（内部変動） 216,049 -216,049

    有形固定資産等の増加 2,391,422 -2,391,422

    有形固定資産等の減少 -2,000,460 2,000,460

    貸付金・基金等の増加 1,567,198 -1,567,198

    貸付金・基金等の減少 -1,742,111 1,742,111

  資産評価差額 -9,662 -9,662

  無償所管換等 817,132 817,132

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,001,702 1,023,519 -21,816 -

本年度末純資産残高 34,220,401 62,098,162 -27,877,761 -

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （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 998,669

財務活動収支 222,353

本年度資金収支額 57,261

前年度末資金残高 900,214

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 957,476

    地方債等償還支出 2,529,911

    その他の支出 231,429

  財務活動収入 2,983,692

    地方債等発行収入 2,766,300

    その他の収入 217,392

    資産売却収入 7,540

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,885,411

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,761,340

    その他の支出 -

  投資活動収入 937,399

    国県等補助金収入 295,490

    基金取崩収入 596,200

    貸付金元金回収収入 38,169

  投資活動支出 2,822,810

    公共施設等整備費支出 2,309,764

    基金積立金支出 495,047

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 18,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 52,302

  臨時収入 77,724

業務活動収支 1,720,320

【投資活動収支】

    税収等収入 14,733,752

    国県等補助金収入 6,495,069

    使用料及び手数料収入 938,277

    その他の収入 16,989,971

  臨時支出 52,302

    移転費用支出 15,618,098

      補助金等支出 12,428,158

      社会保障給付支出 3,181,862

      その他の支出 8,078

  業務収入 39,157,069

    業務費用支出 21,844,073

      人件費支出 4,094,942

      物件費等支出 4,834,225

      支払利息支出 270,387

      その他の支出 12,644,519

全体資金収支計算書
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 37,462,171


