
【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 35,938,992   固定負債 6,767,082

    有形固定資産 33,137,020     地方債 5,835,009

      事業用資産 15,046,010     長期未払金 -

        土地 3,384,701     退職手当引当金 853,784

        立木竹 -     損失補償等引当金 78,289

        建物 21,104,735     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,798,351   流動負債 844,741

        工作物 2,307,986     １年内償還予定地方債 725,734

        工作物減価償却累計額 -1,079,290     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 93,306

        航空機 -     預り金 25,701

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,611,823

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 126,230   固定資産等形成分 37,810,848

      インフラ資産 17,781,241   余剰分（不足分） -7,490,285

        土地 934,839

        建物 1,919,637

        建物減価償却累計額 -1,062,046

        工作物 38,013,065

        工作物減価償却累計額 -22,899,099

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 874,844

      物品 1,282,855

      物品減価償却累計額 -973,086

    無形固定資産 21,014

      ソフトウェア 21,014

      その他 -

    投資その他の資産 2,780,959

      投資及び出資金 346,360

        有価証券 156,326

        出資金 190,034

        その他 -

      投資損失引当金 -67,500

      長期延滞債権 61,337

      長期貸付金 55,688

      基金 2,390,316

        減債基金 59,546

        その他 2,330,771

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,241

  流動資産 1,993,394

    現金預金 61,439

    未収金 63,748

    短期貸付金 -

    基金 1,871,856

      財政調整基金 1,871,856

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,649 純資産合計 30,320,563

資産合計 37,932,387 負債及び純資産合計 37,932,387

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 6,567,204

    その他 -

  臨時利益 9,458

    資産売却益 9,458

    資産除売却損 90,222

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 700

純経常行政コスト 6,432,722

  臨時損失 143,940

    災害復旧事業費 53,018

  経常収益 438,393

    使用料及び手数料 94,633

    その他 343,761

      社会保障給付 371,815

      他会計への繰出金 353,916

      その他 20,909

        その他 31,651

    移転費用 1,995,523

      補助金等 1,248,883

      その他の業務費用 106,260

        支払利息 65,719

        徴収不能引当金繰入額 8,890

        維持補修費 239,376

        減価償却費 1,563,733

        その他 -

        その他 188,410

      物件費等 3,253,143

        物件費 1,450,033

        職員給与費 1,234,474

        賞与等引当金繰入額 93,306

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 6,871,116

    業務費用 4,875,593

      人件費 1,516,190

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 30,219,983 37,845,887 -7,625,904

  純行政コスト（△） -6,567,204 -6,567,204

  財源 6,831,396 6,831,396

    税収等 4,309,529 4,309,529

    国県等補助金 2,521,867 2,521,867

  本年度差額 264,192 264,192

  固定資産等の変動（内部変動） 116,714 -116,714

    有形固定資産等の増加 1,732,163 -1,732,163

    有形固定資産等の減少 -1,629,521 1,629,521

    貸付金・基金等の増加 377,731 -377,731

    貸付金・基金等の減少 -363,659 363,659

  資産評価差額 132 132

  無償所管換等 - -

  その他 -163,743 -151,885 -11,858

  本年度純資産変動額 100,580 -35,039 135,619

本年度末純資産残高 30,320,563 37,810,848 -7,490,285

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 20,036

本年度歳計外現金増減額 5,665

本年度末歳計外現金残高 25,701

本年度末現金預金残高 61,439

    その他の収入 -

財務活動収支 -143,819

本年度資金収支額 -155,586

前年度末資金残高 191,324

本年度末資金残高 35,738

  財務活動支出 757,598

    地方債償還支出 757,598

    その他の支出 -

  財務活動収入 613,779

    地方債発行収入 613,779

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 14,742

    その他の収入 -

投資活動収支 -558,380

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,452,378

    国県等補助金収入 1,193,460

    基金取崩収入 244,176

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,010,759

    公共施設等整備費支出 1,732,163

    基金積立金支出 275,596

    投資及び出資金支出 3,000

  臨時支出 53,018

    災害復旧事業費支出 53,018

    その他の支出 -

  臨時収入 25,189

業務活動収支 546,614

  業務収入 5,876,844

    税収等収入 4,279,327

    国県等補助金収入 1,303,218

    使用料及び手数料収入 93,437

    その他の収入 200,863

    移転費用支出 1,995,523

      補助金等支出 1,248,883

      社会保障給付支出 371,815

      他会計への繰出支出 353,916

      その他の支出 20,909

    業務費用支出 3,306,878

      人件費支出 1,520,188

      物件費等支出 1,689,410

      支払利息支出 65,719

      その他の支出 31,562

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 5,302,401


