
【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 11,492,157   固定負債 3,116,857

    有形固定資産 10,080,034     地方債 2,575,350

      事業用資産 6,077,875     長期未払金 11

        土地 1,699,869     退職手当引当金 486,885

        立木竹 832,287     損失補償等引当金 -

        建物 6,789,870     その他 54,611

        建物減価償却累計額 -3,516,961   流動負債 336,039

        工作物 842,967     １年内償還予定地方債 275,716

        工作物減価償却累計額 -570,156     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 41,593

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 18,731

        その他 - 負債合計 3,452,897

        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 12,535,855

      インフラ資産 3,753,655   余剰分（不足分） -3,288,932

        土地 414,834

        建物 1,305

        建物減価償却累計額 -1,305

        工作物 8,440,592

        工作物減価償却累計額 -5,105,778

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,007

      物品 594,453

      物品減価償却累計額 -345,949

    無形固定資産 26,244

      ソフトウェア 26,244

      その他 -

    投資その他の資産 1,385,879

      投資及び出資金 41,527

        有価証券 13,000

        出資金 28,527

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 21,031

      長期貸付金 -

      基金 1,315,060

        減債基金 -

        その他 1,315,060

      その他 10,000

      徴収不能引当金 -1,739

  流動資産 1,207,663

    現金預金 154,437

    未収金 9,571

    短期貸付金 -

    基金 1,043,698

      財政調整基金 894,470

      減債基金 149,228

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -43 純資産合計 9,246,923

資産合計 12,699,820 負債及び純資産合計 12,699,820

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 24,477

純行政コスト 3,026,058

    その他 -

  臨時利益 24,477

    資産売却益 -

    資産除売却損 1,201

    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 3,049,334

  臨時損失 1,201

    災害復旧事業費 -

  経常収益 100,341

    使用料及び手数料 29,715

    その他 70,626

      社会保障給付 419,756

      他会計への繰出金 173,755

      その他 535

        その他 17,220

    移転費用 1,465,902

      補助金等 871,857

      その他の業務費用 34,845

        支払利息 18,011

        徴収不能引当金繰入額 -385

        維持補修費 39,492

        減価償却費 377,150

        その他 2,990

        その他 96,628

      物件費等 1,055,855

        物件費 636,223

        職員給与費 513,888

        賞与等引当金繰入額 41,593

        退職手当引当金繰入額 -59,036

  経常費用 3,149,675

    業務費用 1,683,773

      人件費 593,073

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 9,184,917 12,567,801 -3,382,884

  純行政コスト（△） -3,026,058 -3,026,058

  財源 3,101,554 3,101,554

    税収等 2,581,748 2,581,748

    国県等補助金 519,806 519,806

  本年度差額 75,496 75,496

  固定資産等の変動（内部変動） -18,456 18,456

    有形固定資産等の増加 225,149 -225,149

    有形固定資産等の減少 -379,784 379,784

    貸付金・基金等の増加 137,622 -137,622

    貸付金・基金等の減少 -1,443 1,443

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,490 -4,490

  その他 -9,000 -9,000 -

  本年度純資産変動額 62,006 -31,946 93,952

本年度末純資産残高 9,246,923 12,535,855 -3,288,932

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 3,364

本年度歳計外現金増減額 -3,364

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 154,437

    その他の収入 -

財務活動収支 -122,474

本年度資金収支額 -21,802

前年度末資金残高 176,239

本年度末資金残高 154,437

  財務活動支出 286,434

    地方債償還支出 271,255

    その他の支出 15,179

  財務活動収入 163,960

    地方債発行収入 163,960

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -246,506

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 28,253

    国県等補助金収入 26,810

    基金取崩収入 1,443

【投資活動収支】

  投資活動支出 274,759

    公共施設等整備費支出 143,631

    基金積立金支出 131,128

    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 347,178

  業務収入 3,189,254

    税収等収入 2,585,607

    国県等補助金収入 492,996

    使用料及び手数料収入 29,715

    その他の収入 80,936

    移転費用支出 1,466,349

      補助金等支出 872,304

      社会保障給付支出 419,756

      他会計への繰出支出 173,755

      その他の支出 535

    業務費用支出 1,375,727

      人件費支出 651,792

      物件費等支出 684,904

      支払利息支出 18,011

      その他の支出 21,021

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 2,842,076


