
【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 43,689,243   固定負債 15,824,178

    有形固定資産 41,440,993     地方債等 13,851,851

      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 1,140,276

        立木竹 34,728     損失補償等引当金 -

        建物 19,121,295     その他 832,051

        建物減価償却累計額 △ 11,267,791   流動負債 1,364,641

        工作物 1,123,494     １年内償還予定地方債 1,214,559

        工作物減価償却累計額 △ 637,867     未払金 14,245

        船舶 -     未払費用 3,936

        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 83,983

        航空機 -     預り金 47,917

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 17,188,820

        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 45,078,474

      インフラ資産 29,193,315   余剰分（不足分） △ 15,860,553

        土地 392,234   他団体出資等分 -

        建物 2,001,039

        建物減価償却累計額 △ 992,755

        工作物 56,406,358

        工作物減価償却累計額 △ 28,670,185

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 56,624

      物品 2,852,885

      物品減価償却累計額 △ 2,069,804

    無形固定資産 14,330

      ソフトウェア 12,352

      その他 1,978

    投資その他の資産 2,233,920

      投資及び出資金 113,134

        有価証券 10,622

        出資金 102,512

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 107,874

      長期貸付金 114,137

      基金 1,905,497

        減債基金 -

        その他 1,905,497

      その他 -

      徴収不能引当金 △ 6,722

  流動資産 2,717,498

    現金預金 1,223,745

    未収金 103,318

    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 6,934

    その他 -

    徴収不能引当金 △ 5,730

  繰延資産 - 純資産合計 29,217,921

資産合計 46,406,741 負債及び純資産合計 46,406,741

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    投資損失引当金繰入額 -

10,757,098

    資産売却益 27,399

    その他 -

純行政コスト

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 530

  臨時利益 27,399

  臨時損失 9,286

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 8,756

    使用料及び手数料 570,734

    その他 169,566

純経常行政コスト 10,775,210

      社会保障給付 692,118

      その他 23,909

  経常収益 740,301

        その他 71,697

    移転費用 6,136,061

      補助金等 5,420,034

      その他の業務費用 304,207

        支払利息 222,772

        徴収不能引当金繰入額 9,738

        維持補修費 216,415

        減価償却費 1,760,830

        その他 8,588

        その他 637,708

      物件費等 3,779,018

        物件費 1,793,185

        職員給与費 543,922

        賞与等引当金繰入額 84,539

        退職手当引当金繰入額 30,056

  経常費用 11,515,511

    業務費用 5,379,450

      人件費 1,296,225

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 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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 30,229,163 45,835,396 △ 15,606,233 -

  純行政コスト（△） △ 10,757,098 △ 10,757,098 -

  財源 9,988,008 9,988,008 -

    税収等 7,640,374 7,640,374 -

    国県等補助金 2,347,635 2,347,635 -

  本年度差額 △ 769,089 △ 769,089 -

  固定資産等の変動（内部変動） △ 672,639 672,639

    有形固定資産等の増加 799,601 △ 799,601

    有形固定資産等の減少 △ 1,708,105 1,708,105

    貸付金・基金等の増加 750,820 △ 750,820

    貸付金・基金等の減少 △ 514,956 514,956

  資産評価差額 △ 13 △ 13

  無償所管換等 297 297

  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 △ 242,437 △ 84,568 △ 157,869

  本年度純資産変動額 △ 1,011,242 △ 756,923 △ 254,320 -

本年度末純資産残高 29,217,921 45,078,474 △ 15,860,553 -

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

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 1,223,745

財務活動収支 △ 242,252

本年度資金収支額 △ 97,680

前年度末資金残高 1,294,700

本年度末資金残高 1,197,020

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等償還支出 1,393,952

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,151,700

    地方債等発行収入 1,151,700

    その他の収入 -

    資産売却収入 36,357

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 770,964

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,393,952

    その他の支出 -

  投資活動収入 765,920

    国県等補助金収入 173,348

    基金取崩収入 366,320

    貸付金元金回収収入 189,895

  投資活動支出 1,536,884

    公共施設等整備費支出 799,601

    基金積立金支出 559,423

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 177,859

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 530

  臨時収入 -

業務活動収支 915,535

【投資活動収支】

    税収等収入 7,625,921

    国県等補助金収入 2,265,223

    使用料及び手数料収入 564,345

    その他の収入 160,185

  臨時支出 530

    移転費用支出 6,136,319

      補助金等支出 5,420,034

      社会保障給付支出 692,118

      その他の支出 24,167

  業務収入 10,615,674

    業務費用支出 3,563,289

      人件費支出 1,263,899

      物件費等支出 2,008,055

      支払利息支出 223,128

      その他の支出 68,207

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 9,699,608


