
【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 42,311,513   固定負債 10,195,738

    有形固定資産 36,779,643     地方債 9,232,797

      事業用資産 13,610,670     長期未払金 -

        土地 3,932,081     退職手当引当金 938,795

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 23,633,638     その他 24,147

        建物減価償却累計額 -14,616,498   流動負債 1,920,089

        工作物 1,590,271     １年内償還予定地方債 1,672,843

        工作物減価償却累計額 -1,059,436     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 113,429

        航空機 -     預り金 122,865

        航空機減価償却累計額 -     その他 10,952

        その他 - 負債合計 12,115,827

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 130,613   固定資産等形成分 44,833,466

      インフラ資産 23,007,907   余剰分（不足分） -11,352,290

        土地 173,495

        建物 275,819

        建物減価償却累計額 -187,000

        工作物 61,084,026

        工作物減価償却累計額 -38,732,176

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 393,743

      物品 1,142,840

      物品減価償却累計額 -981,774

    無形固定資産 87,391

      ソフトウェア 87,391

      その他 -

    投資その他の資産 5,444,480

      投資及び出資金 1,351,979

        有価証券 899,353

        出資金 450,626

        その他 2,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 363,950

      長期貸付金 7,322

      基金 3,726,428

        減債基金 -

        その他 3,726,428

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,199

  流動資産 3,285,490

    現金預金 737,142

    未収金 27,701

    短期貸付金 4,054

    基金 2,517,899

      財政調整基金 1,836,674

      減債基金 681,225

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,306 純資産合計 33,481,176

資産合計 45,597,003 負債及び純資産合計 45,597,003

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 6

純行政コスト 10,227,734

    その他 -

  臨時利益 10,810

    資産売却益 10,804

    資産除売却損 90,995

    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 10,131,384

  臨時損失 107,161

    災害復旧事業費 16,166

  経常収益 288,890

    使用料及び手数料 109,786

    その他 179,104

      社会保障給付 882,623

      他会計への繰出金 1,164,224

      その他 18,001

        その他 53,423

    移転費用 4,255,708

      補助金等 2,190,860

      その他の業務費用 132,074

        支払利息 74,787

        徴収不能引当金繰入額 3,864

        維持補修費 138,559

        減価償却費 1,956,821

        その他 -

        その他 107,084

      物件費等 3,987,104

        物件費 1,891,724

        職員給与費 1,671,468

        賞与等引当金繰入額 113,429

        退職手当引当金繰入額 153,406

  経常費用 10,420,273

    業務費用 6,164,565

      人件費 2,045,387

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 35,151,467 46,255,722 -11,104,256

  純行政コスト（△） -10,227,734 -10,227,734

  財源 9,371,515 9,371,515

    税収等 7,363,517 7,363,517

    国県等補助金 2,007,998 2,007,998

  本年度差額 -856,219 -856,219

  固定資産等の変動（内部変動） -608,185 608,185

    有形固定資産等の増加 1,101,004 -1,101,004

    有形固定資産等の減少 -1,958,415 1,958,415

    貸付金・基金等の増加 366,710 -366,710

    貸付金・基金等の減少 -117,483 117,483

  資産評価差額 52 52

  無償所管換等 -814,124 -814,124

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,670,290 -1,422,256 -248,034

本年度末純資産残高 33,481,176 44,833,466 -11,352,290

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 130,994

本年度歳計外現金増減額 -8,130

本年度末歳計外現金残高 122,865

本年度末現金預金残高 737,142

    その他の収入 -

財務活動収支 -88,420

本年度資金収支額 -182,388

前年度末資金残高 796,666

本年度末資金残高 614,278

  財務活動支出 1,374,820

    地方債償還支出 1,363,886

    その他の支出 10,934

  財務活動収入 1,286,400

    地方債発行収入 1,286,400

    貸付金元金回収収入 19,813

    資産売却収入 11,270

    その他の収入 1,590

投資活動収支 -1,185,065

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,232

    その他の支出 -

  投資活動収入 281,737

    国県等補助金収入 154,518

    基金取崩収入 94,546

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,466,802

    公共施設等整備費支出 1,101,004

    基金積立金支出 335,634

    投資及び出資金支出 28,932

  臨時支出 16,166

    災害復旧事業費支出 16,166

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,091,097

  業務収入 9,501,011

    税収等収入 7,358,508

    国県等補助金収入 1,853,480

    使用料及び手数料収入 108,939

    その他の収入 180,084

    移転費用支出 4,255,708

      補助金等支出 2,190,860

      社会保障給付支出 882,623

      他会計への繰出支出 1,164,224

      その他の支出 18,001

    業務費用支出 4,138,040

      人件費支出 1,889,936

      物件費等支出 2,120,150

      支払利息支出 74,787

      その他の支出 53,167

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 8,393,749


