
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 37,261,081   固定負債 589,975

    有形固定資産 27,867,470     地方債 -

      事業用資産 17,652,117     長期未払金 -

        土地 2,913,058     退職手当引当金 572,573

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,441,027     その他 17,402

        建物減価償却累計額 -11,537,244   流動負債 92,680

        工作物 1,466,723     １年内償還予定地方債 5,877

        工作物減価償却累計額 -561,116     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 62,153

        航空機 -     預り金 15,004

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,646

        その他 - 負債合計 682,655

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 929,669   固定資産等形成分 40,607,551

      インフラ資産 9,953,984   余剰分（不足分） -524,064

        土地 45,578

        建物 44,572

        建物減価償却累計額 -39,958

        工作物 16,589,436

        工作物減価償却累計額 -7,810,324

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,124,681

      物品 651,328

      物品減価償却累計額 -389,959

    無形固定資産 111,901

      ソフトウェア 111,901

      その他 -

    投資その他の資産 9,281,710

      投資及び出資金 26,979

        有価証券 -

        出資金 26,979

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 23,194

      長期貸付金 -

      基金 9,231,926

        減債基金 -

        その他 9,231,926

      その他 -

      徴収不能引当金 -389

  流動資産 3,505,061

    現金預金 153,601

    未収金 5,149

    短期貸付金 -

    基金 3,346,470

      財政調整基金 3,333,080

      減債基金 13,390

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -160 純資産合計 40,083,487

資産合計 40,766,142 負債及び純資産合計 40,766,142

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 （単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 5,820,178

    その他 -

  臨時利益 193

    資産売却益 193

    資産除売却損 195,527

    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 5,616,677

  臨時損失 203,694

    災害復旧事業費 8,167

  経常収益 360,139

    使用料及び手数料 238,515

    その他 121,624

      社会保障給付 317,110

      他会計への繰出金 629,954

      その他 560

        その他 78,720

    移転費用 1,603,206

      補助金等 655,582

      その他の業務費用 79,940

        支払利息 671

        徴収不能引当金繰入額 548

        維持補修費 25,191

        減価償却費 1,102,960

        その他 -

        その他 71,366

      物件費等 3,186,125

        物件費 2,057,974

        職員給与費 853,954

        賞与等引当金繰入額 62,153

        退職手当引当金繰入額 120,072

  経常費用 5,976,816

    業務費用 4,373,610

      人件費 1,107,545

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 （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 39,545,896 39,917,221 -371,324

  純行政コスト（△） -5,820,178 -5,820,178

  財源 6,118,113 6,118,113

    税収等 3,817,496 3,817,496

    国県等補助金 2,300,618 2,300,618

  本年度差額 297,935 297,935

  固定資産等の変動（内部変動） 450,676 -450,676

    有形固定資産等の増加 2,173,520 -2,173,520

    有形固定資産等の減少 -1,530,847 1,530,847

    貸付金・基金等の増加 1,931,107 -1,931,107

    貸付金・基金等の減少 -2,123,105 2,123,105

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 239,655 239,655

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 537,590 690,331 -152,740

本年度末純資産残高 40,083,487 40,607,551 -524,064

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 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 26,796

本年度歳計外現金増減額 -11,791

本年度末歳計外現金残高 15,004

本年度末現金預金残高 153,601

    その他の収入 -

財務活動収支 -40,339

本年度資金収支額 -141,486

前年度末資金残高 280,083

本年度末資金残高 138,597

  財務活動支出 40,339

    地方債償還支出 11,361

    その他の支出 28,978

  財務活動収入 -

    地方債発行収入 -

    貸付金元金回収収入 60,000

    資産売却収入 232,553

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,720,420

【財務活動収支】

    貸付金支出 60,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,355,987

    国県等補助金収入 29,283

    基金取崩収入 2,034,151

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,076,406

    公共施設等整備費支出 2,173,520

    基金積立金支出 1,842,886

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 8,167

    災害復旧事業費支出 8,167

    その他の支出 -

  臨時収入 7,004

業務活動収支 1,619,273

  業務収入 6,441,458

    税収等収入 3,816,829

    国県等補助金収入 2,264,331

    使用料及び手数料収入 238,505

    その他の収入 121,794

    移転費用支出 1,603,206

      補助金等支出 655,582

      社会保障給付支出 317,110

      他会計への繰出支出 629,954

      その他の支出 560

    業務費用支出 3,217,816

      人件費支出 1,055,310

      物件費等支出 2,083,165

      支払利息支出 671

      その他の支出 78,669

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 4,821,022


