
【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 7,869,074   固定負債 2,886,658

    有形固定資産 6,272,824     地方債 2,534,166

      事業用資産 3,688,293     長期未払金 -

        土地 984,144     退職手当引当金 352,492

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,986,043     その他 -

        建物減価償却累計額 △ 5,604,117   流動負債 402,530

        工作物 889,789     １年内償還予定地方債 295,701

        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 30,241

        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 3,289,188

        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 9,366,969

      インフラ資産 2,427,517   余剰分（不足分） △ 3,071,671

        土地 49,282

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 6,280,423

        工作物減価償却累計額 △ 3,910,852

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 8,665

      物品 815,843

      物品減価償却累計額 △ 658,830

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,596,250

      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 23,269

      長期貸付金 41,529

      基金 1,473,524

        減債基金 -

        その他 1,473,524

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 1,715,412

    現金預金 215,167

    未収金 2,350

    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 - 純資産合計 6,295,298

資産合計 9,584,486 負債及び純資産合計 9,584,486

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 -

純行政コスト 2,369,658

    その他 -

  臨時利益 5,899

    資産売却益 5,899

    資産除売却損 -

    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 2,375,557

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 129,043

    使用料及び手数料 12,776

    その他 116,267

      社会保障給付 53,919

      他会計への繰出金 357,219

      その他 2,417

        その他 7,350

    移転費用 808,365

      補助金等 394,810

      その他の業務費用 19,151

        支払利息 11,801

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 144,696

        減価償却費 345,355

        その他 -

        その他 113,525

      物件費等 1,162,670

        物件費 672,619

        職員給与費 370,649

        賞与等引当金繰入額 30,241

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,504,600

    業務費用 1,696,235

      人件費 514,415

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



【様式第3号】

（単位：千円）

固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 6,096,895 9,268,091 △ 3,171,196

  純行政コスト（△） △ 2,369,658 △ 2,369,658

  財源 2,576,265 2,576,265

    税収等 2,191,993 2,191,993

    国県等補助金 384,272 384,272

  本年度差額 206,607 206,607

  固定資産等の変動（内部変動） 107,082 △ 107,082

    有形固定資産等の増加 346,494 △ 346,494

    有形固定資産等の減少 △ 346,165 346,165

    貸付金・基金等の増加 379,474 △ 379,474

    貸付金・基金等の減少 △ 272,721 272,721

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 △ 8,204 △ 8,204

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 198,403 98,878 99,525

本年度末純資産残高 6,295,298 9,366,969 △ 3,071,671

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 215,167

    その他の収入 -

財務活動収支 △ 128,510

本年度資金収支額 △ 8,714

前年度末資金残高 207,226

本年度末資金残高 198,513

  財務活動支出 418,001

    地方債償還支出 358,067

    その他の支出 59,934

  財務活動収入 289,491

    地方債発行収入 289,491

    貸付金元金回収収入 19,798

    資産売却収入 5,899

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 340,642

【財務活動収支】

    貸付金支出 21,720

    その他の支出 -

  投資活動収入 357,689

    国県等補助金収入 100,072

    基金取崩収入 231,919

【投資活動収支】

  投資活動支出 698,330

    公共施設等整備費支出 346,494

    基金積立金支出 330,117

    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 460,437

  業務収入 2,616,422

    税収等収入 2,192,079

    国県等補助金収入 343,761

    使用料及び手数料収入 12,776

    その他の収入 67,806

    移転費用支出 808,365

      補助金等支出 394,810

      社会保障給付支出 53,919

      他会計への繰出支出 357,219

      その他の支出 2,417

    業務費用支出 1,347,620

      人件費支出 511,964

      物件費等支出 816,505

      支払利息支出 11,801

      その他の支出 7,350

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 2,155,984


