
【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 14,263,856   固定負債 1,365,484

    有形固定資産 9,954,833     地方債等 909,192

      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

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 12,923     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 173,559

        建物 7,956,642     １年内償還予定地方債等 131,266

        建物減価償却累計額 -4,548,646     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 520,278     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -386,276     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 20,160

        船舶 -     預り金 22,133

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,539,043

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 17,552,830

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,216,666

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 551

      インフラ資産 5,469,339

        土地 103,915

        土地減損損失累計額 -

        建物 72,814

        建物減価償却累計額 -66,434

        建物減損損失累計額 -

        工作物 13,841,508

        工作物減価償却累計額 -8,482,465

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,526,074

      物品減価償却累計額 -1,116,755

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 4,752

      ソフトウェア 4,752

      その他 0

    投資その他の資産 4,304,271

      投資及び出資金 75,058

        有価証券 -

        出資金 75,058

        その他 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 4,229,213

        減債基金 924,456

        その他 3,304,757

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 3,611,351

    現金預金 322,377

    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 -

  繰延資産 - 純資産合計 16,336,164

資産合計 17,875,206 負債及び純資産合計 17,875,206

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

全体行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 3,007,238

    業務費用 1,582,574

      人件費 348,415

        職員給与費 285,121

        賞与等引当金繰入額 19,682

        退職手当引当金繰入額 5,423

        その他 38,189

      物件費等 1,202,865

        物件費 537,838

        維持補修費 124,846

        減価償却費 539,901

        その他 281

      その他の業務費用 31,293

        支払利息 11,731

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 19,563

    移転費用 1,424,664

      補助金等 1,289,503

      社会保障給付 130,912

      その他 4,250

  経常収益 234,069

    使用料及び手数料 173,399

    その他 60,669

純経常行政コスト 2,773,169

  臨時損失 1,657

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,657

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 2,774,826



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 16,638,871 17,975,562 -1,336,691 -

  純行政コスト（△） -2,774,826 -2,774,826 -

  財源 2,791,924 2,791,924 -

    税収等 2,161,109 2,161,109 -

    国県等補助金 630,815 630,815 -

  本年度差額 17,098 17,098 -

  固定資産等の変動（内部変動） -102,927 102,927

    有形固定資産等の増加 425,174 -425,174

    有形固定資産等の減少 -549,136 549,136

    貸付金・基金等の増加 272,042 -272,042

    貸付金・基金等の減少 -251,007 251,007

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -319,806 -319,806

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -302,708 -422,732 120,025 -

本年度末純資産残高 16,336,164 17,552,830 -1,216,666 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 2,461,965

    業務費用支出 1,037,300

      人件費支出 342,992

      物件費等支出 662,964

      支払利息支出 11,782

      その他の支出 19,563

    移転費用支出 1,424,664

      補助金等支出 1,289,503

      社会保障給付支出 130,912

      その他の支出 4,250

  業務収入 2,922,341

    税収等収入 2,161,109

    国県等補助金収入 527,163

    使用料及び手数料収入 173,399

    その他の収入 60,669

  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 484,132

【投資活動収支】

  投資活動支出 592,602

    公共施設等整備費支出 417,596

    基金積立金支出 175,006

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 233,867

    国県等補助金収入 79,896

    基金取崩収入 153,971

    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 -358,735

【財務活動収支】

  財務活動支出 412,585

    地方債等償還支出 412,585

    その他の支出 -

  財務活動収入 289,951

    地方債等発行収入 289,951

    その他の収入 -

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 322,377

財務活動収支 -122,635

本年度資金収支額 2,762

前年度末資金残高 297,482

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 300,244


