
【様式第1号】

（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 110,151,882   固定負債 28,381,528

    有形固定資産 101,472,840     地方債 23,539,397

      事業用資産 37,024,628     長期未払金 -

        土地 15,369,326     退職手当引当金 2,796,964

        立木竹 -     損失補償等引当金 2,008,165

        建物 52,092,994     その他 37,002

        建物減価償却累計額 -31,924,890   流動負債 3,263,715

        工作物 1,594,506     １年内償還予定地方債 2,985,392

        工作物減価償却累計額 -421,845     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 202,848

        航空機 -     預り金 33,962

        航空機減価償却累計額 -     その他 41,514

        その他 135,132 負債合計 31,645,243

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 179,404   固定資産等形成分 113,099,954

      インフラ資産 63,198,784   余剰分（不足分） -31,341,888

        土地 14,495,840

        建物 555,689

        建物減価償却累計額 -314,292

        工作物 103,091,279

        工作物減価償却累計額 -55,522,504

        その他 1,433,011

        その他減価償却累計額 -716,700

        建設仮勘定 176,462

      物品 7,038,431

      物品減価償却累計額 -5,789,003

    無形固定資産 59,980

      ソフトウェア 54,468

      その他 5,512

    投資その他の資産 8,619,062

      投資及び出資金 5,050,239

        有価証券 3,999

        出資金 5,046,240

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 219,433

      長期貸付金 940

      基金 3,360,373

        減債基金 296,864

        その他 3,063,509

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,923

  流動資産 3,251,427

    現金預金 253,390

    未収金 26,205

    短期貸付金 674

    基金 2,947,398

      財政調整基金 2,947,398

      減債基金 -

    棚卸資産 25,215

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,454 純資産合計 81,758,066

資産合計 113,403,309 負債及び純資産合計 113,403,309

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 18,093,221

    その他 586

  臨時利益 26,136

    資産売却益 26,136

    資産除売却損 34,011

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 14,160

純経常行政コスト 17,811,002

  臨時損失 308,355

    災害復旧事業費 259,597

  経常収益 563,642

    使用料及び手数料 323,927

    その他 239,716

      社会保障給付 2,210,739

      他会計への繰出金 2,135,457

      その他 2,816

        その他 97,467

    移転費用 8,227,357

      補助金等 3,878,346

      その他の業務費用 300,657

        支払利息 189,813

        徴収不能引当金繰入額 13,377

        維持補修費 162,126

        減価償却費 3,578,271

        その他 -

        その他 673,378

      物件費等 6,330,686

        物件費 2,590,289

        職員給与費 2,360,508

        賞与等引当金繰入額 202,848

        退職手当引当金繰入額 279,211

  経常費用 18,374,645

    業務費用 10,147,287

      人件費 3,515,945

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】

（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 82,842,021 113,924,467 -31,082,446

  純行政コスト（△） -18,093,221 -18,093,221

  財源 17,048,317 17,048,317

    税収等 13,813,984 13,813,984

    国県等補助金 3,234,333 3,234,333

  本年度差額 -1,044,904 -1,044,904

  固定資産等の変動（内部変動） -785,577 785,577

    有形固定資産等の増加 1,241,143 -1,241,143

    有形固定資産等の減少 -3,592,220 3,592,220

    貸付金・基金等の増加 1,999,280 -1,999,280

    貸付金・基金等の減少 -433,781 433,781

  資産評価差額 -16 -16

  無償所管換等 -38,920 -38,920

  その他 -115 - -115

  本年度純資産変動額 -1,083,955 -824,513 -259,442

本年度末純資産残高 81,758,066 113,099,954 -31,341,888

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 53,175

本年度歳計外現金増減額 -19,213

本年度末歳計外現金残高 33,962

本年度末現金預金残高 253,390

    その他の収入 -

財務活動収支 36,712

本年度資金収支額 -266,529

前年度末資金残高 485,957

本年度末資金残高 219,427

  財務活動支出 2,822,788

    地方債償還支出 2,775,073

    その他の支出 47,715

  財務活動収入 2,859,500

    地方債発行収入 2,859,500

    貸付金元金回収収入 4,648

    資産売却収入 38,851

    その他の収入 -

投資活動収支 -979,757

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,760

    その他の支出 -

  投資活動収入 511,147

    国県等補助金収入 207,697

    基金取崩収入 259,950

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,490,904

    公共施設等整備費支出 1,207,131

    基金積立金支出 282,013

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 292,374

    災害復旧事業費支出 259,597

    その他の支出 32,777

  臨時収入 435,611

業務活動収支 676,516

  業務収入 15,411,865

    税収等収入 12,271,159

    国県等補助金収入 2,591,024

    使用料及び手数料収入 324,128

    その他の収入 225,554

    移転費用支出 8,227,357

      補助金等支出 3,878,346

      社会保障給付支出 2,210,739

      他会計への繰出支出 2,135,457

      その他の支出 2,816

    業務費用支出 6,651,229

      人件費支出 3,604,544

      物件費等支出 2,856,872

      支払利息支出 189,813

      その他の支出 -

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 14,878,586


