
【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 30,141,522   固定負債 3,203,729

    有形固定資産 26,069,584     地方債 2,608,930

      事業用資産 10,748,585     長期未払金 -

        土地 1,224,104     退職手当引当金 515,449

        立木竹 3,969,778     損失補償等引当金 -

        建物 10,457,913     その他 79,351

        建物減価償却累計額 -5,800,895   流動負債 514,550

        工作物 3,108,081     １年内償還予定地方債 459,431

        工作物減価償却累計額 -2,223,622     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 36,485

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,634

        その他 - 負債合計 3,718,279

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,225   固定資産等形成分 31,820,682

      インフラ資産 14,667,350   余剰分（不足分） -3,529,329

        土地 88,197

        建物 1,846

        建物減価償却累計額 -85

        工作物 31,310,004

        工作物減価償却累計額 -16,926,462

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 193,850

      物品 1,740,365

      物品減価償却累計額 -1,086,715

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 4,071,938

      投資及び出資金 72,803

        有価証券 10,211

        出資金 62,592

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 33,204

      長期貸付金 38,370

      基金 3,931,005

        減債基金 248,013

        その他 3,682,993

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,445

  流動資産 1,868,110

    現金預金 170,606

    未収金 15,103

    短期貸付金 -

    基金 1,679,160

      財政調整基金 1,679,160

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 5,000

    徴収不能引当金 -1,758 純資産合計 28,291,353

資産合計 32,009,632 負債及び純資産合計 32,009,632

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 3,522,676

    その他 -

  臨時利益 10,246

    資産売却益 10,246

    資産除売却損 4,433

    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 3,528,489

  臨時損失 4,433

    災害復旧事業費 -

  経常収益 124,242

    使用料及び手数料 353

    その他 123,889

      社会保障給付 172,711

      他会計への繰出金 464,347

      その他 829

        その他 5,571

    移転費用 1,134,336

      補助金等 496,450

      その他の業務費用 19,982

        支払利息 14,503

        徴収不能引当金繰入額 -92

        維持補修費 104,313

        減価償却費 1,061,020

        その他 61

        その他 95,814

      物件費等 1,858,852

        物件費 693,457

        職員給与費 493,974

        賞与等引当金繰入額 3,138

        退職手当引当金繰入額 46,635

  経常費用 3,652,731

    業務費用 2,518,395

      人件費 639,561

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 29,101,490 32,765,625 -3,664,135

  純行政コスト（△） -3,522,676 -3,522,676

  財源 3,326,879 3,326,879

    税収等 2,987,459 2,987,459

    国県等補助金 339,420 339,420

  本年度差額 -195,797 -195,797

  固定資産等の変動（内部変動） -351,948 351,948

    有形固定資産等の増加 1,449,403 -1,449,403

    有形固定資産等の減少 -2,066,096 2,066,096

    貸付金・基金等の増加 320,279 -320,279

    貸付金・基金等の減少 -55,534 55,534

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -592,995 -592,995

  その他 -21,345 - -21,345

  本年度純資産変動額 -810,137 -944,943 134,806

本年度末純資産残高 28,291,353 31,820,682 -3,529,329

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 15,881

本年度歳計外現金増減額 -15,881

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 170,606

    その他の収入 -

財務活動収支 -250,992

本年度資金収支額 23,543

前年度末資金残高 147,063

本年度末資金残高 170,606

  財務活動支出 560,992

    地方債償還支出 544,463

    その他の支出 16,529

  財務活動収入 310,000

    地方債発行収入 310,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 10,246

    その他の収入 -

投資活動収支 -525,343

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 134,920

    国県等補助金収入 103,995

    基金取崩収入 20,679

【投資活動収支】

  投資活動支出 660,263

    公共施設等整備費支出 376,588

    基金積立金支出 283,675

    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 799,878

  業務収入 3,338,541

    税収等収入 2,979,228

    国県等補助金収入 235,425

    使用料及び手数料収入 -

    その他の収入 123,889

    移転費用支出 1,134,336

      補助金等支出 496,450

      社会保障給付支出 172,711

      他会計への繰出支出 464,347

      その他の支出 829

    業務費用支出 1,404,328

      人件費支出 589,788

      物件費等支出 797,832

      支払利息支出 14,504

      その他の支出 2,204

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 2,538,664


