
【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 71,915,665   固定負債 24,511,704

    有形固定資産 64,528,263     地方債 19,561,744

      事業用資産 36,535,630     長期未払金 41,988

        土地 16,751,625     退職手当引当金 4,056,056

        立木竹 -     損失補償等引当金 5,916

        建物 36,122,439     その他 846,000

        建物減価償却累計額 -17,838,742   流動負債 1,911,202

        工作物 4,419,290     １年内償還予定地方債 1,629,161

        工作物減価償却累計額 -3,065,380     未払金 26,758

        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 181,525

        航空機 -     預り金 73,759

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 26,422,906

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 146,398   固定資産等形成分 74,266,709

      インフラ資産 27,546,894   余剰分（不足分） -24,958,304

        土地 3,730,476

        建物 2,401,612

        建物減価償却累計額 -1,482,193

        工作物 51,935,242

        工作物減価償却累計額 -30,815,324

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,777,081

      物品 2,992,601

      物品減価償却累計額 -2,546,863

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 7,387,402

      投資及び出資金 5,020,927

        有価証券 -

        出資金 5,016,414

        その他 4,513

      投資損失引当金 -2,774,924

      長期延滞債権 307,030

      長期貸付金 657,094

      基金 4,204,907

        減債基金 167,784

        その他 4,037,123

      その他 -

      徴収不能引当金 -27,630

  流動資産 3,815,647

    現金預金 1,394,841

    未収金 82,447

    短期貸付金 3,930

    基金 2,347,114

      財政調整基金 2,347,114

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,685 純資産合計 49,308,405

資産合計 75,731,312 負債及び純資産合計 75,731,312

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 8,977

純行政コスト 14,888,739

    その他 966

  臨時利益 13,184

    資産売却益 4,207

    資産除売却損 29,535

    投資損失引当金繰入額 34,105

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 14,825,815

  臨時損失 76,108

    災害復旧事業費 11,502

  経常収益 750,072

    使用料及び手数料 427,222

    その他 322,849

      社会保障給付 3,170,474

      他会計への繰出金 1,467,150

      その他 9,225

        その他 88,956

    移転費用 6,588,008

      補助金等 1,941,159

      その他の業務費用 259,016

        支払利息 136,563

        徴収不能引当金繰入額 33,497

        維持補修費 773,693

        減価償却費 2,122,410

        その他 -

        その他 194,851

      物件費等 5,823,247

        物件費 2,927,144

        職員給与費 2,553,898

        賞与等引当金繰入額 181,525

        退職手当引当金繰入額 -24,658

  経常費用 15,575,886

    業務費用 8,987,879

      人件費 2,905,616

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 49,362,533 73,010,367 -23,647,835

  純行政コスト（△） -14,888,739 -14,888,739

  財源 15,153,766 15,153,766

    税収等 10,930,285 10,930,285

    国県等補助金 4,223,480 4,223,480

  本年度差額 265,027 265,027

  固定資産等の変動（内部変動） 1,579,340 -1,579,340

    有形固定資産等の増加 4,016,274 -4,016,274

    有形固定資産等の減少 -2,155,136 2,155,136

    貸付金・基金等の増加 632,121 -632,121

    貸付金・基金等の減少 -913,919 913,919

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -322,998 -322,998

  その他 3,844 - 3,844

  本年度純資産変動額 -54,127 1,256,342 -1,310,469

本年度末純資産残高 49,308,405 74,266,709 -24,958,304

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 55,916

本年度歳計外現金増減額 17,843

本年度末歳計外現金残高 73,759

本年度末現金預金残高 1,394,841

    その他の収入 -

財務活動収支 567,495

本年度資金収支額 76,820

前年度末資金残高 1,244,262

本年度末資金残高 1,321,082

  財務活動支出 1,530,982

    地方債償還支出 1,501,502

    その他の支出 29,480

  財務活動収入 2,098,477

    地方債発行収入 2,098,477

    貸付金元金回収収入 11,029

    資産売却収入 7,397

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,801,589

【財務活動収支】

    貸付金支出 9,700

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,690,043

    国県等補助金収入 1,133,166

    基金取崩収入 538,451

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,491,632

    公共施設等整備費支出 3,167,924

    基金積立金支出 227,544

    投資及び出資金支出 86,464

  臨時支出 11,502

    災害復旧事業費支出 11,502

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,310,914

  業務収入 14,762,962

    税収等収入 10,923,480

    国県等補助金収入 3,090,314

    使用料及び手数料収入 426,517

    その他の収入 322,652

    移転費用支出 6,588,008

      補助金等支出 1,941,159

      社会保障給付支出 3,170,474

      他会計への繰出支出 1,467,150

      その他の支出 9,225

    業務費用支出 6,852,539

      人件費支出 2,930,799

      物件費等支出 3,700,837

      支払利息支出 136,563

      その他の支出 84,340

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 13,440,546


