
【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 50,134,575   固定負債 7,672,719

    有形固定資産 42,407,724     地方債 5,912,507

      事業用資産 33,473,284     長期未払金 -

        土地 21,642,715     退職手当引当金 1,211,470

        立木竹 -     損失補償等引当金 548,742

        建物 27,381,414     その他 -

        建物減価償却累計額 -17,412,729   流動負債 1,065,798

        工作物 3,055,213     １年内償還予定地方債 866,801

        工作物減価償却累計額 -1,953,627     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 87,272

        航空機 -     預り金 111,726

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 8,738,518

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 760,298   固定資産等形成分 53,409,182

      インフラ資産 8,477,103   余剰分（不足分） -8,287,278

        土地 4,224,822

        建物 1,188

        建物減価償却累計額 -119

        工作物 8,379,830

        工作物減価償却累計額 -4,128,618

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,082,795

      物品減価償却累計額 -625,459

    無形固定資産 68,927

      ソフトウェア 68,927

      その他 -

    投資その他の資産 7,657,924

      投資及び出資金 2,306,616

        有価証券 912

        出資金 2,305,704

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 28,968

      長期貸付金 1,532,527

      基金 3,790,991

        減債基金 1,387,724

        その他 2,403,267

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,177

  流動資産 3,725,846

    現金預金 440,674

    未収金 5,459

    短期貸付金 48,266

    基金 3,226,341

      財政調整基金 3,226,341

      減債基金 -

    棚卸資産 5,452

    その他 -

    徴収不能引当金 -345 純資産合計 45,121,904

資産合計 53,860,421 負債及び純資産合計 53,860,421

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 34,933

純行政コスト 6,855,634

    その他 -

  臨時利益 36,025

    資産売却益 1,092

    資産除売却損 -

    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 6,856,003

  臨時損失 35,656

    災害復旧事業費 35,656

  経常収益 499,104

    使用料及び手数料 317,939

    その他 181,165

      社会保障給付 1,518,719

      他会計への繰出金 846,267

      その他 4,313

        その他 41,465

    移転費用 3,541,850

      補助金等 1,172,550

      その他の業務費用 97,945

        支払利息 54,957

        徴収不能引当金繰入額 1,523

        維持補修費 103,446

        減価償却費 871,363

        その他 -

        その他 272,221

      物件費等 2,255,970

        物件費 1,281,161

        職員給与費 1,061,858

        賞与等引当金繰入額 87,272

        退職手当引当金繰入額 37,992

  経常費用 7,355,107

    業務費用 3,813,258

      人件費 1,459,343

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 45,579,104 52,961,707 -7,382,604

  純行政コスト（△） -6,855,634 -6,855,634

  財源 6,837,128 6,837,128

    税収等 5,474,855 5,474,855

    国県等補助金 1,362,273 1,362,273

  本年度差額 -18,506 -18,506

  固定資産等の変動（内部変動） 447,475 -447,475

    有形固定資産等の増加 1,035,995 -1,035,995

    有形固定資産等の減少 -871,363 871,363

    貸付金・基金等の増加 528,926 -528,926

    貸付金・基金等の減少 -246,083 246,083

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -438,694 - -438,694

  本年度純資産変動額 -457,200 447,475 -904,675

本年度末純資産残高 45,121,904 53,409,182 -8,287,278

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 53,640

本年度歳計外現金増減額 58,086

本年度末歳計外現金残高 111,726

本年度末現金預金残高 440,674

    その他の収入 -

財務活動収支 473,903

本年度資金収支額 -105,729

前年度末資金残高 434,677

本年度末資金残高 328,948

  財務活動支出 789,943

    地方債償還支出 789,943

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,263,846

    地方債発行収入 1,263,846

    貸付金元金回収収入 48,445

    資産売却収入 1,092

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,278,932

【財務活動収支】

    貸付金支出 48

    その他の支出 -

  投資活動収入 285,989

    国県等補助金収入 41,712

    基金取崩収入 194,740

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,564,921

    公共施設等整備費支出 1,035,995

    基金積立金支出 528,877

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 35,656

    災害復旧事業費支出 35,656

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 699,300

  業務収入 7,293,479

    税収等収入 5,474,516

    国県等補助金収入 1,320,561

    使用料及び手数料収入 317,675

    その他の収入 180,728

    移転費用支出 3,661,167

      補助金等支出 1,291,867

      社会保障給付支出 1,518,719

      他会計への繰出支出 846,267

      その他の支出 4,313

    業務費用支出 2,897,357

      人件費支出 1,418,002

      物件費等支出 1,384,903

      支払利息支出 54,957

      その他の支出 39,495

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 6,558,523


