
【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 12,887,477  固定負債 1,726,895

    有形固定資産 10,988,512    地方債 1,565,970

      事業用資産 4,465,714    長期未払金 -

        土地 274,303    退職手当引当金 149,880

        立木竹 1,677,645    損失補償等引当金 -

        建物 5,825,247    その他 11,045

        建物減価償却累計額 -3,556,472  流動負債 194,342

        工作物 721,513    １年内償還予定地方債 170,585

        工作物減価償却累計額 -477,601    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 20,602

        航空機 -    預り金 -

        航空機減価償却累計額 -    その他 3,156

        その他 -負債合計 1,921,238

        その他減価償却累計額 -【純資産の部】

        建設仮勘定 1,080  固定資産等形成分 13,705,690

      インフラ資産 6,357,086  余剰分（不足分） -1,854,400

        土地 19,031

        建物 757,973

        建物減価償却累計額 -625,398

        工作物 11,878,853

        工作物減価償却累計額 -5,674,966

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,592

      物品 817,883

      物品減価償却累計額 -652,171

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,898,964

      投資及び出資金 4,319

        有価証券 -

        出資金 4,319

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,431

      長期貸付金 -

      基金 1,893,220

        減債基金 -

        その他 1,893,220

      その他 -

      徴収不能引当金 -5

  流動資産 885,051

    現金預金 65,885

    未収金 953

    短期貸付金 -

    基金 818,213

      財政調整基金 770,264

      減債基金 47,949

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -純資産合計 11,851,290

資産合計 13,772,527負債及び純資産合計 13,772,527

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 1,325,560

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 1,659

    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 1,323,901

  臨時損失 1,659

    災害復旧事業費 -

  経常収益 88,543

    使用料及び手数料 28,536

    その他 60,007

      社会保障給付 51,317

      他会計への繰出金 77,167

      その他 5,020

        その他 4,604

    移転費用 324,409

      補助金等 190,905

      その他の業務費用 14,509

        支払利息 9,936

        徴収不能引当金繰入額 -31

        維持補修費 66,681

        減価償却費 401,905

        その他 436

        その他 28,193

      物件費等 760,726

        物件費 291,703

        職員給与費 249,297

        賞与等引当金繰入額 20,602

        退職手当引当金繰入額 14,708

  経常費用 1,412,444

    業務費用 1,088,035

      人件費 312,800

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 11,969,249 13,532,634 -1,563,385

  純行政コスト（△） -1,325,560 -1,325,560

  財源 1,093,373 1,093,373

    税収等 924,236 924,236

    国県等補助金 169,137 169,137

  本年度差額 -232,187 -232,187

  固定資産等の変動（内部変動） 58,828 -58,828

    有形固定資産等の増加 512,290 -512,290

    有形固定資産等の減少 -403,564 403,564

    貸付金・基金等の増加 5,804 -5,804

    貸付金・基金等の減少 -55,701 55,701

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 121,227 121,227

  その他 -7,000 -7,000 -

  本年度純資産変動額 -117,960 173,055 -291,015

本年度末純資産残高 11,851,290 13,705,690 -1,854,400

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 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 65,885

    その他の収入 -

財務活動収支 186,868

本年度資金収支額 -71,381

前年度末資金残高 137,266

本年度末資金残高 65,885

  財務活動支出 169,232

    地方債償還支出 167,654

    その他の支出 1,578

  財務活動収入 356,100

    地方債発行収入 356,100

    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 -354,187

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 147,806

    国県等補助金収入 92,105

    基金取崩収入 55,701

【投資活動収支】

  投資活動支出 501,993

    公共施設等整備費支出 496,511

    基金積立金支出 5,482

    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 95,937

  業務収入 1,090,077

    税収等収入 924,455

    国県等補助金収入 77,032

    使用料及び手数料収入 28,583

    その他の収入 60,007

    移転費用支出 324,409

      補助金等支出 190,905

      社会保障給付支出 51,317

      他会計への繰出支出 77,167

      その他の支出 5,020

    業務費用支出 669,730

      人件費支出 296,369

      物件費等支出 363,236

      支払利息支出 9,936

      その他の支出 188

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 994,139


