
【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 18,424,625   固定負債 3,586,349

    有形固定資産 17,742,683     地方債 3,510,116

      事業用資産 4,222,843     長期未払金 -

        土地 787,481     退職手当引当金 71,433

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,086

        建物 7,716,246     その他 714

        建物減価償却累計額 -4,451,847   流動負債 427,048

        工作物 384,331     １年内償還予定地方債 383,231

        工作物減価償却累計額 -216,058     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 37,015

        航空機 -     預り金 4,396

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,406

        その他 - 負債合計 4,013,397

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,689   固定資産等形成分 19,413,511

      インフラ資産 13,434,089   余剰分（不足分） -3,840,489

        土地 310,127

        建物 166,478

        建物減価償却累計額 -160,265

        工作物 33,662,193

        工作物減価償却累計額 -20,567,297

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,853

      物品 917,136

      物品減価償却累計額 -831,384

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 681,942

      投資及び出資金 97,018

        有価証券 51,385

        出資金 45,633

        その他 -

      投資損失引当金 -3,849

      長期延滞債権 17,262

      長期貸付金 363

      基金 571,654

        減債基金 -

        その他 571,654

      その他 -

      徴収不能引当金 -507

  流動資産 1,161,794

    現金預金 168,492

    未収金 3,001

    短期貸付金 708

    基金 988,177

      財政調整基金 898,672

      減債基金 89,505

    棚卸資産 1,554

    その他 -

    徴収不能引当金 -139 純資産合計 15,573,022

資産合計 19,586,419 負債及び純資産合計 19,586,419

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 3,244

純行政コスト 3,664,317

    その他 -

  臨時利益 5,221

    資産売却益 1,978

    資産除売却損 -

    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 3,457,249

  臨時損失 212,289

    災害復旧事業費 212,289

  経常収益 84,096

    使用料及び手数料 22,278

    その他 61,819

      社会保障給付 190,380

      他会計への繰出金 352,902

      その他 734

        その他 19,393

    移転費用 1,232,203

      補助金等 688,188

      その他の業務費用 47,237

        支払利息 27,345

        徴収不能引当金繰入額 499

        維持補修費 69,977

        減価償却費 801,761

        その他 -

        その他 48,745

      物件費等 1,548,474

        物件費 676,736

        職員給与費 579,834

        賞与等引当金繰入額 37,015

        退職手当引当金繰入額 47,839

  経常費用 3,541,346

    業務費用 2,309,143

      人件費 713,432

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 16,184,424 19,933,387 -3,748,963

  純行政コスト（△） -3,664,317 -3,664,317

  財源 3,052,403 3,052,403

    税収等 2,292,728 2,292,728

    国県等補助金 759,675 759,675

  本年度差額 -611,914 -611,914

  固定資産等の変動（内部変動） -519,926 519,926

    有形固定資産等の増加 97,586 -97,586

    有形固定資産等の減少 -801,761 801,761

    貸付金・基金等の増加 195,979 -195,979

    貸付金・基金等の減少 -11,730 11,730

  資産評価差額 50 50

  無償所管換等 - -

  その他 462 - 462

  本年度純資産変動額 -611,402 -519,876 -91,526

本年度末純資産残高 15,573,022 19,413,511 -3,840,489

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 4,028

本年度歳計外現金増減額 368

本年度末歳計外現金残高 4,396

本年度末現金預金残高 168,492

    その他の収入 -

財務活動収支 -44,890

本年度資金収支額 -90,469

前年度末資金残高 254,565

本年度末資金残高 164,096

  財務活動支出 349,813

    地方債償還支出 342,791

    その他の支出 7,023

  財務活動収入 304,923

    地方債発行収入 304,923

    貸付金元金回収収入 7,328

    資産売却収入 1,978

    その他の収入 741

投資活動収支 -225,644

【財務活動収支】

    貸付金支出 6,500

    その他の支出 -

  投資活動収入 65,511

    国県等補助金収入 53,473

    基金取崩収入 1,991

【投資活動収支】

  投資活動支出 291,155

    公共施設等整備費支出 97,586

    基金積立金支出 187,069

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 212,289

    災害復旧事業費支出 212,289

    その他の支出 -

  臨時収入 329,666

業務活動収支 180,065

  業務収入 2,754,221

    税収等収入 2,293,721

    国県等補助金収入 376,536

    使用料及び手数料収入 22,436

    その他の収入 61,528

    移転費用支出 1,232,203

      補助金等支出 688,188

      社会保障給付支出 190,380

      他会計への繰出支出 352,902

      その他の支出 734

    業務費用支出 1,459,330

      人件費支出 664,840

      物件費等支出 746,713

      支払利息支出 27,345

      その他の支出 20,431

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 2,691,533


