
【様式第1号】

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 79,708,116   固定負債 32,050,416

    有形固定資産 71,800,044     地方債 26,247,996

      事業用資産 56,469,337     長期未払金 -

        土地 31,312,002     退職手当引当金 5,802,420

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 70,416,140     その他 -

        建物減価償却累計額 -45,521,667   流動負債 3,197,792

        工作物 291,492     １年内償還予定地方債 2,219,329

        工作物減価償却累計額 -68,712     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 530,963

        航空機 -     預り金 447,500

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 35,248,208

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 40,082   固定資産等形成分 83,411,104

      インフラ資産 14,463,394   余剰分（不足分） -34,101,907

        土地 9,714,909

        建物 115,981

        建物減価償却累計額 -48,400

        工作物 11,136,073

        工作物減価償却累計額 -6,473,605

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 18,435

      物品 2,619,068

      物品減価償却累計額 -1,751,755

    無形固定資産 14,126

      ソフトウェア 14,126

      その他 -

    投資その他の資産 7,893,946

      投資及び出資金 439,306

        有価証券 -

        出資金 439,306

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 463,727

      長期貸付金 5,639

      基金 7,021,473

        減債基金 -

        その他 7,021,473

      その他 -

      徴収不能引当金 -36,199

  流動資産 4,849,290

    現金預金 1,015,154

    未収金 143,348

    短期貸付金 6,295

    基金 3,696,694

      財政調整基金 3,696,694

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,201 純資産合計 49,309,198

資産合計 84,557,406 負債及び純資産合計 84,557,406

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

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 35,853,979

    業務費用 16,509,575

      人件費 7,788,880

        職員給与費 5,951,108

        賞与等引当金繰入額 530,963

        退職手当引当金繰入額 506,783

        その他 800,027

      物件費等 8,189,712

        物件費 5,964,778

        維持補修費 413,556

        減価償却費 1,811,378

        その他 -

      その他の業務費用 530,983

        支払利息 224,442

        徴収不能引当金繰入額 26,652

        その他 279,889

    移転費用 19,344,404

      補助金等 3,982,843

      社会保障給付 11,191,552

      他会計への繰出金 4,161,519

      その他 8,490

  経常収益 1,302,035

    使用料及び手数料 830,812

    その他 471,223

純経常行政コスト 34,551,944

  臨時損失 196,673

    災害復旧事業費 162,679

    資産除売却損 33,837

    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 34,739,266

    その他 156

  臨時利益 9,351

    資産売却益 9,351



【様式第3号】

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 50,165,686 82,430,515 -32,264,829

  純行政コスト（△） -34,739,266 -34,739,266

  財源 33,903,399 33,903,399

    税収等 23,640,704 23,640,704

    国県等補助金 10,262,695 10,262,695

  本年度差額 -835,867 -835,867

  固定資産等の変動（内部変動） 1,001,212 -1,001,212

    有形固定資産等の増加 3,102,461 -3,102,461

    有形固定資産等の減少 -1,845,215 1,845,215

    貸付金・基金等の増加 1,942,356 -1,942,356

    貸付金・基金等の減少 -2,198,391 2,198,391

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -20,622 -20,622

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -856,488 980,590 -1,837,078

本年度末純資産残高 49,309,198 83,411,104 -34,101,907

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】

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 33,954,941

    業務費用支出 14,610,537

      人件費支出 7,737,818

      物件費等支出 6,378,334

      支払利息支出 224,442

      その他の支出 269,943

    移転費用支出 19,344,404

      補助金等支出 3,982,843

      社会保障給付支出 11,191,552

      他会計への繰出支出 4,161,519

      その他の支出 8,490

  業務収入 34,081,392

    税収等収入 23,652,038

    国県等補助金収入 9,131,985

    使用料及び手数料収入 832,071

    その他の収入 465,298

  臨時支出 162,679

    災害復旧事業費支出 162,679

    その他の支出 -

  臨時収入 550,748

業務活動収支 514,520

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,591,389

    公共施設等整備費支出 3,102,461

    基金積立金支出 349,067

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,139,860

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,289,158

    国県等補助金収入 579,962

    基金取崩収入 507,922

    貸付金元金回収収入 1,148,496

    資産売却収入 9,351

    その他の収入 43,428

投資活動収支 -2,302,230

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,203,347

    地方債償還支出 2,203,347

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,934,900

    地方債発行収入 3,934,900

前年度末歳計外現金残高 519,067

本年度歳計外現金増減額 -71,567

本年度末歳計外現金残高 447,500

本年度末現金預金残高 1,015,154

    その他の収入 -

財務活動収支 1,731,553

本年度資金収支額 -56,157

前年度末資金残高 623,811

本年度末資金残高 567,654


