
【様式第1号】

（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 13,090,784   固定負債 1,326,764

    有形固定資産 9,026,265     地方債 870,472

      事業用資産 4,076,174     長期未払金 -

        土地 520,702     退職手当引当金 456,292

        立木竹 12,923     損失補償等引当金 -

        建物 7,956,642     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,548,646   流動負債 131,553

        工作物 520,278     １年内償還予定地方債 90,153

        工作物減価償却累計額 -386,276     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 19,267

        航空機 -     預り金 22,133

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,458,317

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 551   固定資産等形成分 16,379,758

      インフラ資産 4,581,123   余剰分（不足分） -1,178,860

        土地 102,781

        建物 63,703

        建物減価償却累計額 -58,018

        工作物 10,908,802

        工作物減価償却累計額 -6,436,145

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,234,408

      物品減価償却累計額 -865,440

    無形固定資産 4,752

      ソフトウェア 4,752

      その他 -

    投資その他の資産 4,059,767

      投資及び出資金 75,058

        有価証券 -

        出資金 75,058

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 3,984,709

        減債基金 924,456

        その他 3,060,253

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 3,568,431

    現金預金 279,457

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 3,288,974

      財政調整基金 3,288,974

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 15,200,897

資産合計 16,659,214 負債及び純資産合計 16,659,214

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 2,052,524

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 1,657

    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 2,050,867

  臨時損失 1,657

    災害復旧事業費 -

  経常収益 173,021

    使用料及び手数料 112,838

    その他 60,183

      社会保障給付 130,076

      他会計への繰出金 158,442

      その他 2,220

        その他 5,391

    移転費用 807,072

      補助金等 516,335

      その他の業務費用 10,084

        支払利息 4,693

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 118,260

        減価償却費 461,456

        その他 230

        その他 38,154

      物件費等 1,071,538

        物件費 491,592

        職員給与費 272,352

        賞与等引当金繰入額 19,267

        退職手当引当金繰入額 5,423

  経常費用 2,223,888

    業務費用 1,416,817

      人件費 335,195

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】

（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 15,425,927 16,660,534 -1,234,607

  純行政コスト（△） -2,052,524 -2,052,524

  財源 2,057,611 2,057,611

    税収等 1,719,996 1,719,996

    国県等補助金 337,615 337,615

  本年度差額 5,087 5,087

  固定資産等の変動（内部変動） -50,659 50,659

    有形固定資産等の増加 423,138 -423,138

    有形固定資産等の減少 -470,690 470,690

    貸付金・基金等の増加 235,979 -235,979

    貸付金・基金等の減少 -239,086 239,086

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -230,117 -230,117

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -225,030 -280,777 55,747

本年度末純資産残高 15,200,897 16,379,758 -1,178,860

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 21,768

本年度歳計外現金増減額 365

本年度末歳計外現金残高 22,133

本年度末現金預金残高 279,457

    その他の収入 -

財務活動収支 -70,801

本年度資金収支額 -9,682

前年度末資金残高 267,006

本年度末資金残高 257,324

  財務活動支出 360,751

    地方債償還支出 360,751

    その他の支出 -

  財務活動収入 289,951

    地方債発行収入 289,951

    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 -332,557

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 221,946

    国県等補助金収入 79,896

    基金取崩収入 142,050

【投資活動収支】

  投資活動支出 554,503

    公共施設等整備費支出 415,560

    基金積立金支出 138,943

    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 23,757

業務活動収支 393,676

  業務収入 2,126,980

    税収等収入 1,719,996

    国県等補助金収入 233,963

    使用料及び手数料収入 112,838

    その他の収入 60,183

    移転費用支出 807,072

      補助金等支出 516,335

      社会保障給付支出 130,076

      他会計への繰出支出 158,442

      その他の支出 2,220

    業務費用支出 949,989

      人件費支出 329,772

      物件費等支出 610,082

      支払利息支出 4,743

      その他の支出 5,391

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 1,757,061


