
【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 196,541,574   固定負債 43,849,247

    有形固定資産 179,643,043     地方債 40,188,591

      事業用資産 54,807,561     長期未払金 -

        土地 21,249,236     退職手当引当金 3,660,657

        立木竹 573,453     損失補償等引当金 -

        建物 70,524,415     その他 -

        建物減価償却累計額 -40,784,506   流動負債 4,708,333

        工作物 7,911,436     １年内償還予定地方債 4,227,172

        工作物減価償却累計額 -6,100,649     未払金 -

        船舶 120,852     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -34,564     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 250,061

        航空機 -     預り金 231,100

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 48,557,580

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,347,887   固定資産等形成分 198,847,756

      インフラ資産 124,040,965   余剰分（不足分） -46,403,116

        土地 7,477,152

        建物 2,542,408

        建物減価償却累計額 -1,045,052

        工作物 203,253,696

        工作物減価償却累計額 -91,379,122

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 3,191,883

      物品 6,104,099

      物品減価償却累計額 -5,309,583

    無形固定資産 10,274

      ソフトウェア 10,274

      その他 -

    投資その他の資産 16,888,258

      投資及び出資金 933,698

        有価証券 42,479

        出資金 891,219

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 394,713

      長期貸付金 1,929,644

      基金 13,640,071

        減債基金 4,048,535

        その他 9,591,536

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,868

  流動資産 4,460,646

    現金預金 1,112,310

    未収金 1,044,286

    短期貸付金 -

    基金 2,306,182

      財政調整基金 2,306,182

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,132 純資産合計 152,444,640

資産合計 201,002,220 負債及び純資産合計 201,002,220

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 26,700,941

    その他 -

  臨時利益 10,081

    資産売却益 10,081

    資産除売却損 7,074

    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 26,703,949

  臨時損失 7,074

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,012,101

    使用料及び手数料 402,316

    その他 609,785

      社会保障給付 3,324,660

      他会計への繰出金 1,743,106

      その他 443,990

        その他 159,931

    移転費用 10,627,258

      補助金等 5,115,501

      その他の業務費用 445,447

        支払利息 273,516

        徴収不能引当金繰入額 12,000

        維持補修費 786,496

        減価償却費 6,213,414

        その他 -

        その他 608,949

      物件費等 12,237,960

        物件費 5,238,050

        職員給与費 3,581,756

        賞与等引当金繰入額 250,061

        退職手当引当金繰入額 -35,380

  経常費用 27,716,050

    業務費用 17,088,792

      人件費 4,405,385

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 153,080,890 199,853,646 -46,772,756

  純行政コスト（△） -26,700,941 -26,700,941

  財源 25,928,762 25,928,762

    税収等 18,432,119 18,432,119

    国県等補助金 7,496,642 7,496,642

  本年度差額 -772,180 -772,180

  固定資産等の変動（内部変動） -1,141,819 1,141,819

    有形固定資産等の増加 6,613,001 -6,613,001

    有形固定資産等の減少 -8,040,166 8,040,166

    貸付金・基金等の増加 2,891,813 -2,891,813

    貸付金・基金等の減少 -2,606,467 2,606,467

  資産評価差額 3,498 3,498

  無償所管換等 132,431 132,431

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -636,250 -1,005,890 369,640

本年度末純資産残高 152,444,640 198,847,756 -46,403,116

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 224,413

本年度歳計外現金増減額 6,687

本年度末歳計外現金残高 231,100

本年度末現金預金残高 1,112,310

    その他の収入 -

財務活動収支 -673,891

本年度資金収支額 -163,993

前年度末資金残高 1,045,203

本年度末資金残高 881,210

  財務活動支出 4,319,391

    地方債償還支出 4,319,391

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,645,500

    地方債発行収入 3,645,500

    貸付金元金回収収入 32,695

    資産売却収入 11,184

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,324,283

【財務活動収支】

    貸付金支出 16,955

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,871,632

    国県等補助金収入 2,838,440

    基金取崩収入 989,313

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,195,915

    公共施設等整備費支出 4,788,445

    基金積立金支出 1,390,515

    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 163,074

業務活動収支 2,834,181

  業務収入 24,105,731

    税収等収入 18,420,533

    国県等補助金収入 4,676,832

    使用料及び手数料収入 400,797

    その他の収入 607,570

    移転費用支出 10,627,258

      補助金等支出 5,115,501

      社会保障給付支出 3,324,660

      他会計への繰出支出 1,743,106

      その他の支出 443,990

    業務費用支出 10,807,366

      人件費支出 4,441,802

      物件費等支出 6,092,049

      支払利息支出 273,516

      その他の支出 -

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 21,434,625


