
【様式第1号】

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 106,805,021   固定負債 30,114,199

    有形固定資産 99,616,699     地方債 25,372,212

      事業用資産 37,997,325     長期未払金 -

        土地 13,133,728     退職手当引当金 4,741,987

        立木竹 0     損失補償等引当金 -

        建物 47,686,080     その他 -

        建物減価償却累計額 -24,108,438   流動負債 4,521,552

        工作物 6,328,147     １年内償還予定地方債 4,052,852

        工作物減価償却累計額 -5,177,943     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 109,330

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 314,265

        航空機 -     預り金 45,105

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 34,635,751

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 135,752   固定資産等形成分 112,224,195

      インフラ資産 60,928,854   余剰分（不足分） -33,702,327

        土地 5,019,531

        建物 785,813

        建物減価償却累計額 -400,109

        工作物 165,565,645

        工作物減価償却累計額 -110,175,819

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 133,794

      物品 2,745,077

      物品減価償却累計額 -2,054,557

    無形固定資産 11,984

      ソフトウェア 11,984

      その他 -

    投資その他の資産 7,176,338

      投資及び出資金 497,431

        有価証券 -

        出資金 497,431

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 555,586

      長期貸付金 5,329

      基金 6,145,936

        減債基金 1,304,869

        その他 4,841,067

      その他 -

      徴収不能引当金 -27,945

  流動資産 6,352,597

    現金預金 856,932

    未収金 83,431

    短期貸付金 1,699

    基金 5,417,475

      財政調整基金 4,863,606

      減債基金 553,869

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,939 純資産合計 78,521,868

資産合計 113,157,619 負債及び純資産合計 113,157,619

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

一般会計等 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 23,469,827

    その他 -

  臨時利益 177,991

    資産売却益 177,991

    資産除売却損 257,612

    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 23,390,206

  臨時損失 257,612

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,007,537

    使用料及び手数料 246,385

    その他 761,152

      社会保障給付 3,913,196

      他会計への繰出金 2,579,323

      その他 25,167

        その他 128,749

    移転費用 11,206,221

      補助金等 4,688,533

      その他の業務費用 387,756

        支払利息 231,895

        徴収不能引当金繰入額 27,112

        維持補修費 309,770

        減価償却費 3,539,268

        その他 -

        その他 451,845

      物件費等 8,215,290

        物件費 4,366,253

        職員給与費 3,822,365

        賞与等引当金繰入額 314,265

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 24,397,742

    業務費用 13,191,522

      人件費 4,588,475

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】

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 77,024,506 114,096,837 -37,072,331

  純行政コスト（△） -23,469,827 -23,469,827

  財源 24,888,413 24,888,413

    税収等 19,818,017 19,818,017

    国県等補助金 5,070,396 5,070,396

  本年度差額 1,418,586 1,418,586

  固定資産等の変動（内部変動） -1,951,419 1,951,419

    有形固定資産等の増加 1,713,450 -1,713,450

    有形固定資産等の減少 -3,838,126 3,838,126

    貸付金・基金等の増加 5,244,271 -5,244,271

    貸付金・基金等の減少 -5,071,014 5,071,014

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 78,776 78,776

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,497,362 -1,872,643 3,370,004

本年度末純資産残高 78,521,868 112,224,195 -33,702,327

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】

一般会計等 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 43,782

本年度歳計外現金増減額 1,323

本年度末歳計外現金残高 45,105

本年度末現金預金残高 856,932

    その他の収入 -

財務活動収支 -3,085,607

本年度資金収支額 154,884

前年度末資金残高 656,944

本年度末資金残高 811,828

  財務活動支出 5,686,807

    地方債償還支出 5,686,807

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,601,200

    地方債発行収入 2,601,200

    貸付金元金回収収入 282,740

    資産売却収入 424,885

    その他の収入 13,305

投資活動収支 -861,158

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,922,025

    国県等補助金収入 602,226

    基金取崩収入 1,598,869

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,783,182

    公共施設等整備費支出 1,468,850

    基金積立金支出 2,274,935

    投資及び出資金支出 39,397

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 561,482

業務活動収支 4,101,648

  業務収入 24,568,983

    税収等収入 19,800,316

    国県等補助金収入 3,906,688

    使用料及び手数料収入 245,811

    その他の収入 616,169

    移転費用支出 11,206,221

      補助金等支出 4,688,533

      社会保障給付支出 3,913,196

      他会計への繰出支出 2,579,323

      その他の支出 25,167

    業務費用支出 9,822,596

      人件費支出 4,580,281

      物件費等支出 4,902,325

      支払利息支出 231,895

      その他の支出 108,096

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 21,028,817


