
【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 29,439,191   固定負債 7,940,368

    有形固定資産 27,547,964     地方債 6,494,599

      事業用資産 19,487,046     長期未払金 -

        土地 9,773,686     退職手当引当金 1,297,335

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,913,987     その他 148,434

        建物減価償却累計額 -17,890,054   流動負債 985,096

        工作物 1,072,527     １年内償還予定地方債 546,289

        工作物減価償却累計額 -337,652     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 109,401

        航空機 -     預り金 9,182

        航空機減価償却累計額 -     その他 320,225

        その他 - 負債合計 8,925,464

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 954,552   固定資産等形成分 30,751,240

      インフラ資産 7,917,274   余剰分（不足分） -8,090,695

        土地 5,146,270

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,648,657

        工作物減価償却累計額 -7,877,652

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 478,229

      物品減価償却累計額 -334,586

    無形固定資産 214,266

      ソフトウェア 214,226

      その他 40

    投資その他の資産 1,676,961

      投資及び出資金 290,121

        有価証券 664

        出資金 289,457

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 481,547

      長期貸付金 14,132

      基金 900,518

        減債基金 74,868

        その他 825,650

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,356

  流動資産 2,146,817

    現金預金 818,151

    未収金 17,423

    短期貸付金 7,100

    基金 1,304,949

      財政調整基金 1,304,949

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -806 純資産合計 22,660,544

資産合計 31,586,008 負債及び純資産合計 31,586,008

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）

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

  経常費用 7,401,199

    業務費用 4,171,905

      人件費 1,446,552

        職員給与費 1,108,903

        賞与等引当金繰入額 109,401

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 228,248

      物件費等 2,522,519

        物件費 1,381,008

        維持補修費 162,193

        減価償却費 979,318

        その他 -

      その他の業務費用 202,834

        支払利息 55,864

        徴収不能引当金繰入額 10,161

        その他 136,808

    移転費用 3,229,294

      補助金等 1,359,007

      社会保障給付 1,092,712

      他会計への繰出金 774,981

      その他 2,594

  経常収益 424,322

    使用料及び手数料 237,633

    その他 186,689

純経常行政コスト 6,976,877

  臨時損失 37,416

    災害復旧事業費 17,496

    資産除売却損 19,920

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1

純行政コスト 7,010,673

    その他 -

  臨時利益 3,620

    資産売却益 3,620



【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 22,743,926 31,454,386 -8,710,459

  純行政コスト（△） -7,010,673 -7,010,673

  財源 6,886,346 6,886,346

    税収等 5,456,325 5,456,325

    国県等補助金 1,430,021 1,430,021

  本年度差額 -124,327 -124,327

  固定資産等の変動（内部変動） -703,146 703,146

    有形固定資産等の増加 1,065,767 -1,065,767

    有形固定資産等の減少 -1,015,424 1,015,424

    貸付金・基金等の増加 529,509 -529,509

    貸付金・基金等の減少 -1,282,999 1,282,999

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 - -

  その他 40,945 - 40,945

  本年度純資産変動額 -83,382 -703,146 619,764

本年度末純資産残高 22,660,544 30,751,240 -8,090,695

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）

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 6,317,563

    業務費用支出 3,088,269

      人件費支出 1,431,130

      物件費等支出 1,550,025

      支払利息支出 55,864

      その他の支出 51,250

    移転費用支出 3,229,294

      補助金等支出 1,359,007

      社会保障給付支出 1,092,712

      他会計への繰出支出 774,981

      その他の支出 2,594

  業務収入 7,200,106

    税収等収入 5,473,461

    国県等補助金収入 1,300,985

    使用料及び手数料収入 240,151

    その他の収入 185,509

  臨時支出 913,161

    災害復旧事業費支出 17,496

    その他の支出 895,665

  臨時収入 -

業務活動収支 -30,619

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,595,277

    公共施設等整備費支出 1,065,767

    基金積立金支出 529,056

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 453

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,321,087

    国県等補助金収入 129,036

    基金取崩収入 1,158,627

    貸付金元金回収収入 12,258

    資産売却収入 21,165

    その他の収入 -

投資活動収支 -274,190

【財務活動収支】

  財務活動支出 792,137

    地方債償還支出 457,667

    その他の支出 334,470

  財務活動収入 1,381,412

    地方債発行収入 1,147,100

前年度末歳計外現金残高 12,921

本年度歳計外現金増減額 -3,739

本年度末歳計外現金残高 9,182

本年度末現金預金残高 818,151

    その他の収入 234,312

財務活動収支 589,275

本年度資金収支額 284,466

前年度末資金残高 524,503

本年度末資金残高 808,969


