
【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 176,002,989   固定負債 47,845,518

    有形固定資産 162,274,870     地方債 45,361,712

      事業用資産 69,610,704     長期未払金 -

        土地 10,355,981     退職手当引当金 2,377,789

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 99,455,270     その他 106,017

        建物減価償却累計額 -44,644,132   流動負債 5,267,987

        工作物 3,949,400     １年内償還予定地方債 4,602,040

        工作物減価償却累計額 -1,879,575     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 328,967

        航空機 -     預り金 260,203

        航空機減価償却累計額 -     その他 76,777

        その他 - 負債合計 53,113,505

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,373,759   固定資産等形成分 181,318,230

      インフラ資産 92,094,236   余剰分（不足分） -50,058,088

        土地 37,247,703

        建物 551,866

        建物減価償却累計額 -366,437

        工作物 103,636,276

        工作物減価償却累計額 -53,663,140

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,687,967

      物品 2,335,286

      物品減価償却累計額 -1,765,356

    無形固定資産 23,250

      ソフトウェア 23,250

      その他 -

    投資その他の資産 13,704,869

      投資及び出資金 848,979

        有価証券 192,935

        出資金 645,974

        その他 10,070

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 356,590

      長期貸付金 555,469

      基金 11,965,264

        減債基金 6,044,278

        その他 5,920,987

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,433

  流動資産 8,370,659

    現金預金 2,705,745

    未収金 372,108

    短期貸付金 51,322

    基金 5,263,920

      財政調整基金 5,263,920

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -22,435 純資産合計 131,260,143

資産合計 184,373,648 負債及び純資産合計 184,373,648

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）

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 49,065,141

    業務費用 18,757,632

      人件費 6,475,059

        職員給与費 5,093,492

        賞与等引当金繰入額 328,967

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 1,052,600

      物件費等 11,530,139

        物件費 5,821,866

        維持補修費 443,781

        減価償却費 5,264,492

        その他 -

      その他の業務費用 752,434

        支払利息 503,721

        徴収不能引当金繰入額 43,869

        その他 204,844

    移転費用 30,307,509

      補助金等 9,951,863

      社会保障給付 14,508,778

      他会計への繰出金 5,083,981

      その他 762,887

  経常収益 1,907,764

    使用料及び手数料 765,650

    その他 1,142,114

純経常行政コスト 47,157,377

  臨時損失 5,231,469

    災害復旧事業費 43,552

    資産除売却損 5,187,917

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 52,376,851

    その他 -

  臨時利益 11,995

    資産売却益 11,995



【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 134,072,679 185,965,919 -51,893,240

  純行政コスト（△） -52,376,851 -52,376,851

  財源 48,854,029 48,854,029

    税収等 28,573,577 28,573,577

    国県等補助金 20,280,452 20,280,452

  本年度差額 -3,522,822 -3,522,822

  固定資産等の変動（内部変動） -5,357,974 5,357,974

    有形固定資産等の増加 4,202,877 -4,202,877

    有形固定資産等の減少 -10,452,536 10,452,536

    貸付金・基金等の増加 3,785,391 -3,785,391

    貸付金・基金等の減少 -2,893,706 2,893,706

  資産評価差額 -402,342 -402,342

  無償所管換等 1,112,628 1,112,628

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,812,536 -4,647,688 1,835,152

本年度末純資産残高 131,260,143 181,318,230 -50,058,088

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）

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 43,749,828

    業務費用支出 13,442,318

      人件費支出 6,534,939

      物件費等支出 6,265,647

      支払利息支出 503,721

      その他の支出 138,011

    移転費用支出 30,307,509

      補助金等支出 9,951,863

      社会保障給付支出 14,508,778

      他会計への繰出支出 5,083,981

      その他の支出 762,887

  業務収入 48,068,522

    税収等収入 28,625,614

    国県等補助金収入 17,859,602

    使用料及び手数料収入 771,487

    その他の収入 811,819

  臨時支出 43,552

    災害復旧事業費支出 43,552

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 4,275,143

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,112,840

    公共施設等整備費支出 4,202,877

    基金積立金支出 2,909,963

    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 4,390,284

    国県等補助金収入 2,420,850

    基金取崩収入 1,883,106

    貸付金元金回収収入 74,206

    資産売却収入 12,122

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,722,556

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,780,392

    地方債償還支出 4,448,887

    その他の支出 331,505

  財務活動収入 3,179,166

    地方債発行収入 3,175,350

前年度末歳計外現金残高 250,925

本年度歳計外現金増減額 5,462

本年度末歳計外現金残高 256,387

本年度末現金預金残高 2,705,745

    その他の収入 3,816

財務活動収支 -1,601,226

本年度資金収支額 -48,639

前年度末資金残高 2,497,997

本年度末資金残高 2,449,358


