
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 28,429,170   固定負債 8,540,729

    有形固定資産 26,634,974     地方債 7,456,142

      事業用資産 11,464,596     長期未払金 -

        土地 3,015,493     退職手当引当金 1,084,587

        立木竹 34,728     損失補償等引当金 -

        建物 19,121,295     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 11,267,791   流動負債 785,352

        工作物 1,123,494     １年内償還予定地方債 679,987

        工作物減価償却累計額 △ 637,867     未払金 -

        船舶 -     未払費用 1,793

        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 76,846

        航空機 -     預り金 26,726

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 9,326,081

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 75,245   固定資産等形成分 29,818,402

      インフラ資産 14,992,239   余剰分（不足分） △ 8,752,769

        土地 266,008

        建物 267,478

        建物減価償却累計額 △ 88,057

        工作物 35,509,008

        工作物減価償却累計額 △ 20,962,695

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 497

      物品 860,045

      物品減価償却累計額 △ 681,906

    無形固定資産 12,352

      ソフトウェア 12,352

      その他 -

    投資その他の資産 1,781,844

      投資及び出資金 127,054

        有価証券 10,622

        出資金 102,512

        その他 13,920

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 48,361

      長期貸付金 114,137

      基金 1,495,170

        減債基金 -

        その他 1,495,170

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 2,879

  流動資産 1,962,543

    現金預金 527,294

    未収金 46,685

    短期貸付金 14,546

    基金 1,374,685

      財政調整基金 1,048,066

      減債基金 326,620

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 667 純資産合計 21,065,633

資産合計 30,391,713 負債及び純資産合計 30,391,713

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 7,435,756

    その他 -

  臨時利益 27,399

    資産売却益 27,399

    資産除売却損 155

    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 7,463,000

  臨時損失 155

    災害復旧事業費 -

  経常収益 131,398

    使用料及び手数料 51,209

    その他 80,188

      社会保障給付 692,118

      他会計への繰出金 920,010

      その他 5,873

        その他 16,472

    移転費用 3,434,783

      補助金等 1,816,783

      その他の業務費用 81,588

        支払利息 62,180

        徴収不能引当金繰入額 2,936

        維持補修費 136,590

        減価償却費 1,242,040

        その他 -

        その他 602,700

      物件費等 2,881,835

        物件費 1,503,206

        職員給与費 490,088

        賞与等引当金繰入額 76,846

        退職手当引当金繰入額 26,558

  経常費用 7,594,398

    業務費用 4,159,615

      人件費 1,196,191

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 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 21,908,774 30,525,801 △ 8,617,028

  純行政コスト（△） △ 7,435,756 △ 7,435,756

  財源 6,592,620 6,592,620

    税収等 5,472,473 5,472,473

    国県等補助金 1,120,147 1,120,147

  本年度差額 △ 843,136 △ 843,136

  固定資産等の変動（内部変動） △ 707,395 707,395

    有形固定資産等の増加 445,200 △ 445,200

    有形固定資産等の減少 △ 1,242,195 1,242,195

    貸付金・基金等の増加 580,758 △ 580,758

    貸付金・基金等の減少 △ 491,158 491,158

  資産評価差額 △ 13 △ 13

  無償所管換等 8 8

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 △ 843,141 △ 707,400 △ 135,742

本年度末純資産残高 21,065,633 29,818,402 △ 8,752,769

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

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 28,760

本年度歳計外現金増減額 △ 2,034

本年度末歳計外現金残高 26,726

本年度末現金預金残高 527,294

    その他の収入 -

財務活動収支 24,363

本年度資金収支額 △ 18,436

前年度末資金残高 519,004

本年度末資金残高 500,568

  財務活動支出 883,237

    地方債償還支出 883,237

    その他の支出 -

  財務活動収入 907,600

    地方債発行収入 907,600

    貸付金元金回収収入 189,895

    資産売却収入 36,357

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 462,541

【財務活動収支】

    貸付金支出 177,859

    その他の支出 -

  投資活動収入 633,768

    国県等補助金収入 41,196

    基金取崩収入 366,320

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,096,308

    公共施設等整備費支出 445,200

    基金積立金支出 459,329

    投資及び出資金支出 13,920

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 419,742

  業務収入 6,739,817

    税収等収入 5,473,125

    国県等補助金収入 1,137,227

    使用料及び手数料収入 51,050

    その他の収入 78,415

    移転費用支出 3,434,783

      補助金等支出 1,816,783

      社会保障給付支出 692,118

      他会計への繰出支出 920,010

      その他の支出 5,873

    業務費用支出 2,885,292

      人件費支出 1,167,964

      物件費等支出 1,639,795

      支払利息支出 62,367

      その他の支出 15,165

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 6,320,075


