
【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 102,888,579   固定負債 36,350,501

    有形固定資産 86,134,516     地方債 32,364,058

      事業用資産 53,583,545     長期未払金 -

        土地 15,219,125     退職手当引当金 3,976,409

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 69,398,246     その他 10,034

        建物減価償却累計額 -34,275,849   流動負債 3,578,918

        工作物 9,680,697     １年内償還予定地方債 3,197,031

        工作物減価償却累計額 -6,678,095     未払金 25

        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 248,960

        航空機 -     預り金 127,885

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,017

        その他 - 負債合計 39,929,419

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 239,421   固定資産等形成分 105,667,592

      インフラ資産 29,936,819   余剰分（不足分） -39,231,645

        土地 752,931

        建物 12,000

        建物減価償却累計額 -648

        工作物 107,702,854

        工作物減価償却累計額 -78,735,130

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 204,812

      物品 4,200,574

      物品減価償却累計額 -1,586,422

    無形固定資産 316,855

      ソフトウェア 234,685

      その他 82,171

    投資その他の資産 16,437,207

      投資及び出資金 6,723,539

        有価証券 20,000

        出資金 6,703,539

        その他 -

      投資損失引当金 -8,600

      長期延滞債権 541,339

      長期貸付金 15,476

      基金 9,208,806

        減債基金 1,971,074

        その他 7,237,732

      その他 -

      徴収不能引当金 -43,353

  流動資産 3,476,787

    現金預金 598,015

    未収金 99,766

    短期貸付金 -

    基金 2,779,013

      財政調整基金 2,779,013

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -8 純資産合計 66,435,946

資産合計 106,365,365 負債及び純資産合計 106,365,365

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 3,868

純行政コスト 23,299,891

    その他 40,013

  臨時利益 22,105

    資産売却益 18,237

    資産除売却損 71,089

    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 23,152,078

  臨時損失 169,917

    災害復旧事業費 58,815

  経常収益 1,564,873

    使用料及び手数料 845,258

    その他 719,615

      社会保障給付 3,301,367

      他会計への繰出金 3,305,307

      その他 27,040

        その他 571,846

    移転費用 11,483,919

      補助金等 4,850,205

      その他の業務費用 965,724

        支払利息 373,769

        徴収不能引当金繰入額 20,109

        維持補修費 560,437

        減価償却費 4,147,711

        その他 73,814

        その他 716,327

      物件費等 8,928,131

        物件費 4,146,169

        職員給与費 2,244,855

        賞与等引当金繰入額 248,960

        退職手当引当金繰入額 129,035

  経常費用 24,716,952

    業務費用 13,233,032

      人件費 3,339,177

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 68,173,184 107,777,370 -39,604,186

  純行政コスト（△） -23,299,891 -23,299,891

  財源 21,523,156 21,523,156

    税収等 17,327,125 17,327,125

    国県等補助金 4,196,032 4,196,032

  本年度差額 -1,776,734 -1,776,734

  固定資産等の変動（内部変動） -2,149,275 2,149,275

    有形固定資産等の増加 1,948,321 -1,948,321

    有形固定資産等の減少 -4,199,050 4,199,050

    貸付金・基金等の増加 1,108,636 -1,108,636

    貸付金・基金等の減少 -1,007,183 1,007,183

  資産評価差額 -183 -183

  無償所管換等 39,679 39,679

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,737,238 -2,109,779 372,541

本年度末純資産残高 66,435,946 105,667,592 -39,231,645

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 143,534

本年度歳計外現金増減額 -15,649

本年度末歳計外現金残高 127,885

本年度末現金預金残高 598,015

    その他の収入 -

財務活動収支 -265,169

本年度資金収支額 69,224

前年度末資金残高 400,906

本年度末資金残高 470,130

  財務活動支出 3,402,969

    地方債償還支出 3,397,952

    その他の支出 5,017

  財務活動収入 3,137,800

    地方債発行収入 3,137,800

    貸付金元金回収収入 2,250

    資産売却収入 30,496

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,013,496

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,043,462

    国県等補助金収入 39,065

    基金取崩収入 971,650

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,056,957

    公共施設等整備費支出 1,948,321

    基金積立金支出 1,086,377

    投資及び出資金支出 22,259

  臨時支出 113,137

    災害復旧事業費支出 58,815

    その他の支出 54,322

  臨時収入 222,811

業務活動収支 2,347,889

  業務収入 22,823,583

    税収等収入 17,324,453

    国県等補助金収入 3,938,023

    使用料及び手数料収入 844,466

    その他の収入 716,641

    移転費用支出 11,483,919

      補助金等支出 4,850,205

      社会保障給付支出 3,301,367

      他会計への繰出支出 3,305,307

      その他の支出 27,040

    業務費用支出 9,101,449

      人件費支出 3,375,413

      物件費等支出 4,780,420

      支払利息支出 373,769

      その他の支出 571,846

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 20,585,368


