
【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 29,358,778   固定負債 3,855,637

    有形固定資産 22,833,071     地方債 3,448,788

      事業用資産 6,205,783     長期未払金 -

        土地 928,522     退職手当引当金 406,849

        立木竹 577,145     損失補償等引当金 -

        建物 12,138,469     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,309,124   流動負債 440,953

        工作物 3,161,123     １年内償還予定地方債 393,516

        工作物減価償却累計額 -2,295,731     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 24,362

        航空機 -     預り金 10,527

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,548

        その他 - 負債合計 4,296,590

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 5,378   固定資産等形成分 30,013,764

      インフラ資産 16,400,034   余剰分（不足分） -3,621,805

        土地 46,687

        建物 75,309

        建物減価償却累計額 -54,973

        工作物 31,223,064

        工作物減価償却累計額 -15,093,342

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 203,289

      物品 564,404

      物品減価償却累計額 -337,149

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 6,525,707

      投資及び出資金 25,932

        有価証券 -

        出資金 25,932

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 50,070

      長期貸付金 -

      基金 6,452,008

        減債基金 406,090

        その他 6,045,918

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,303

  流動資産 1,329,771

    現金預金 657,095

    未収金 17,716

    短期貸付金 -

    基金 654,986

      財政調整基金 654,986

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -26 純資産合計 26,391,959

資産合計 30,688,549 負債及び純資産合計 30,688,549

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 -

純行政コスト 3,041,446

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 24,272

    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 3,017,174

  臨時損失 24,272

    災害復旧事業費 -

  経常収益 177,692

    使用料及び手数料 122,563

    その他 55,128

      社会保障給付 133,004

      他会計への繰出金 221,207

      その他 1,128

        その他 4,742

    移転費用 786,105

      補助金等 430,766

      その他の業務費用 18,658

        支払利息 14,457

        徴収不能引当金繰入額 -541

        維持補修費 168,232

        減価償却費 1,098,370

        その他 -

        その他 30,358

      物件費等 1,985,701

        物件費 719,098

        職員給与費 356,547

        賞与等引当金繰入額 24,362

        退職手当引当金繰入額 -6,865

  経常費用 3,194,866

    業務費用 2,408,761

      人件費 404,403

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 25,789,166 29,303,047 -3,513,881

  純行政コスト（△） -3,041,446 -3,041,446

  財源 2,795,593 2,795,593

    税収等 2,443,452 2,443,452

    国県等補助金 352,141 352,141

  本年度差額 -245,853 -245,853

  固定資産等の変動（内部変動） -163,024 163,024

    有形固定資産等の増加 1,759,547 -1,759,547

    有形固定資産等の減少 -1,928,264 1,928,264

    貸付金・基金等の増加 60,031 -60,031

    貸付金・基金等の減少 -54,339 54,339

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 873,741 873,741

  その他 -25,096 - -25,096

  本年度純資産変動額 602,792 710,717 -107,925

本年度末純資産残高 26,391,959 30,013,764 -3,621,805

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 5,756

本年度歳計外現金増減額 4,770

本年度末歳計外現金残高 10,527

本年度末現金預金残高 657,095

    その他の収入 -

財務活動収支 190,963

本年度資金収支額 95,221

前年度末資金残高 551,347

本年度末資金残高 646,568

  財務活動支出 577,737

    地方債償還支出 565,189

    その他の支出 12,548

  財務活動収入 768,700

    地方債発行収入 768,700

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -782,885

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 176,884

    国県等補助金収入 176,649

    基金取崩収入 235

【投資活動収支】

  投資活動支出 959,769

    公共施設等整備費支出 953,926

    基金積立金支出 5,843

    投資及び出資金支出 -

  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 687,143

  業務収入 2,789,879

    税収等収入 2,440,638

    国県等補助金収入 175,492

    使用料及び手数料収入 118,620

    その他の収入 55,128

    移転費用支出 786,105

      補助金等支出 430,766

      社会保障給付支出 133,004

      他会計への繰出支出 221,207

      その他の支出 1,128

    業務費用支出 1,316,631

      人件費支出 411,480

      物件費等支出 887,330

      支払利息支出 14,457

      その他の支出 3,365

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 2,102,736


