
【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 17,387,555   固定負債 4,875,849

    有形固定資産 16,736,708     地方債 4,224,938

      事業用資産 6,067,744     長期未払金 -

        土地 3,155,626     退職手当引当金 583,674

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,843,410     その他 67,237

        建物減価償却累計額 -7,231,125   流動負債 580,959

        工作物 986,179     １年内償還予定地方債 495,983

        工作物減価償却累計額 -686,346     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 45,655

        航空機 -     預り金 13,713

        航空機減価償却累計額 -     その他 25,608

        その他 - 負債合計 5,456,808

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 17,746,807

      インフラ資産 10,493,605   余剰分（不足分） -5,413,356

        土地 217,523

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 33,256,760

        工作物減価償却累計額 -23,016,839

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 36,160

      物品 424,214

      物品減価償却累計額 -248,855

    無形固定資産 150,498

      ソフトウェア 150,498

      その他 -

    投資その他の資産 500,350

      投資及び出資金 105,472

        有価証券 2,044

        出資金 103,428

        その他 -

      投資損失引当金 -41,328

      長期延滞債権 6,370

      長期貸付金 -

      基金 430,194

        減債基金 36,272

        その他 393,922

      その他 -

      徴収不能引当金 -359

  流動資産 402,705

    現金預金 39,866

    未収金 3,764

    短期貸付金 -

    基金 359,252

      財政調整基金 359,252

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -177 純資産合計 12,333,452

資産合計 17,790,260 負債及び純資産合計 17,790,260

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）

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

  経常費用 3,371,901

    業務費用 2,247,136

      人件費 631,784

        職員給与費 547,037

        賞与等引当金繰入額 45,655

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 39,092

      物件費等 1,569,961

        物件費 651,002

        維持補修費 26,296

        減価償却費 892,663

        その他 -

      その他の業務費用 45,391

        支払利息 34,004

        徴収不能引当金繰入額 304

        その他 11,083

    移転費用 1,124,766

      補助金等 415,469

      社会保障給付 214,844

      他会計への繰出金 493,112

      その他 1,339

  経常収益 153,201

    使用料及び手数料 46,334

    その他 106,867

純経常行政コスト 3,218,700

  臨時損失 54,945

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 13,617

    投資損失引当金繰入額 41,328

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,921

    資産売却益 1,921

    その他 -

純行政コスト 3,271,724



【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 12,852,184 18,429,207 -5,577,023

  純行政コスト（△） -3,271,724 -3,271,724

  財源 2,732,563 2,732,563

    税収等 2,366,936 2,366,936

    国県等補助金 365,627 365,627

  本年度差額 -539,161 -539,161

  固定資産等の変動（内部変動） -702,828 702,828

    有形固定資産等の増加 285,048 -285,048

    有形固定資産等の減少 -894,300 894,300

    貸付金・基金等の増加 171,150 -171,150

    貸付金・基金等の減少 -264,726 264,726

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 20,429 20,429

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -518,732 -682,399 163,667

本年度末純資産残高 12,333,452 17,746,807 -5,413,356

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）

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 2,479,263

    業務費用支出 1,354,497

      人件費支出 632,113

      物件費等支出 677,298

      支払利息支出 34,004

      その他の支出 11,083

    移転費用支出 1,124,766

      補助金等支出 415,469

      社会保障給付支出 214,844

      他会計への繰出支出 493,112

      その他の支出 1,339

  業務収入 2,698,918

    税収等収入 2,366,089

    国県等補助金収入 221,140

    使用料及び手数料収入 46,052

    その他の収入 65,637

  臨時支出 13,521

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 13,521

  臨時収入 49,812

業務活動収支 255,946

【投資活動収支】

  投資活動支出 287,322

    公共施設等整備費支出 202,923

    基金積立金支出 84,399

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 234,974

    国県等補助金収入 94,675

    基金取崩収入 136,837

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 3,462

    その他の収入 -

投資活動収支 -52,348

【財務活動収支】

  財務活動支出 527,774

    地方債償還支出 508,228

    その他の支出 19,546

  財務活動収入 312,425

    地方債発行収入 312,425

    その他の収入 -

財務活動収支 -215,349

本年度資金収支額 -11,750

前年度末資金残高 37,903

本年度末資金残高 26,153

前年度末歳計外現金残高 11,669

本年度歳計外現金増減額 2,044

本年度末歳計外現金残高 13,713

本年度末現金預金残高 39,866


