
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 9,716,624   固定負債 3,946,805

    有形固定資産 8,028,331     地方債等 3,507,853

      事業用資産 3,751,333     長期未払金 -

        土地 984,144     退職手当引当金 438,952

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,213,623     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 5,768,657   流動負債 495,846

        工作物 889,789     １年内償還予定地方債 382,860

        工作物減価償却累計額 △ 568,950     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 36,398

        航空機 -     預り金 16,654

        航空機減価償却累計額 -     その他 59,934

        その他 - 負債合計 4,442,651

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,384   固定資産等形成分 11,214,520

      インフラ資産 4,095,624   余剰分（不足分） △ 4,125,808

        土地 49,282   他団体出資等分 -

        建物 59,639

        建物減価償却累計額 △ 2,568

        工作物 8,302,534

        工作物減価償却累計額 △ 4,342,737

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 29,475

      物品 881,641

      物品減価償却累計額 △ 700,267

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,688,293

      投資及び出資金 57,928

        有価証券 13,612

        出資金 44,316

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 32,568

      長期貸付金 41,529

      基金 1,556,269

        減債基金 -

        その他 1,556,269

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 1,814,738

    現金預金 313,878

    未収金 2,964

    短期貸付金 4,369

    基金 1,493,527

      財政調整基金 1,170,710

      減債基金 322,817

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 7,088,711

資産合計 11,531,362 負債及び純資産合計 11,531,362

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

  臨時利益 5,899

3,225,603

    資産売却益 5,899

    その他 -

純行政コスト

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 186,578

純経常行政コスト 3,231,502

  臨時損失 -

      その他 4,472

  経常収益 273,643

    使用料及び手数料 87,065

    移転費用 1,353,502

      補助金等 1,292,456

      社会保障給付 56,574

        支払利息 24,303

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 37,065

        減価償却費 442,157

        その他 -

      その他の業務費用 61,368

      物件費等 1,482,095

        物件費 863,125

        維持補修費 176,814

36,398

        退職手当引当金繰入額 5,995

        その他 116,610

    投資損失引当金繰入額 -

全体行政コスト計算書
自　平成29年　4月　1日
至　平成30年　3月31日

科目 金額

  経常費用 3,505,145

    業務費用 2,151,643

      人件費 608,180

        職員給与費 449,177

        賞与等引当金繰入額



【様式第3号】

（単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 6,849,624 11,072,916 △ 4,223,292 -

  純行政コスト（△） △ 3,225,603 △ 3,225,603 -

  財源 3,464,330 3,464,330 -

    税収等 2,679,113 2,679,113 -

    国県等補助金 785,216 785,216 -

  本年度差額 238,727 238,727 -

  固定資産等の変動（内部変動） 141,243 △ 141,243

    有形固定資産等の増加 507,290 △ 507,290

    有形固定資産等の減少 △ 442,967 442,967

    貸付金・基金等の増加 388,777 △ 388,777

    貸付金・基金等の減少 △ 311,857 311,857

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 360 360

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 239,087 141,603 97,484 -

本年度末純資産残高 7,088,711 11,214,520 △ 4,125,808 -

全体純資産変動計算書
自　平成29年　4月　1日
至　平成30年　3月31日

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 14,066

本年度歳計外現金増減額 2,588

本年度末歳計外現金残高 16,654

本年度末現金預金残高 313,878

財務活動収支 △ 118,547

本年度資金収支額 △ 1,078

前年度末資金残高 298,302

本年度末資金残高 297,224

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等償還支出 434,904

    その他の支出 59,934

  財務活動収入 376,291

    地方債等発行収入 376,291

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,899

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 429,125

【財務活動収支】

  財務活動支出 494,838

    その他の支出 -

  投資活動収入 430,006

    国県等補助金収入 142,782

    基金取崩収入 261,526

    貸付金元金回収収入 19,798

  投資活動支出 859,131

    公共施設等整備費支出 507,290

    基金積立金支出 330,121

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 21,720

    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 546,595

【投資活動収支】

    税収等収入 2,679,904

    国県等補助金収入 702,216

    使用料及び手数料収入 87,779

    その他の収入 130,908

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,353,502

      補助金等支出 1,292,456

      社会保障給付支出 56,574

      その他の支出 4,472

  業務収入 3,600,806

    業務費用支出 1,700,710

      人件費支出 600,214

      物件費等支出 1,039,129

      支払利息支出 24,303

      その他の支出 37,065

全体資金収支計算書
自　平成29年　4月　1日
至　平成30年　3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 3,054,212


