
【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 139,830,911   固定負債 23,907,249

    有形固定資産 127,181,711     地方債 15,811,342

      事業用資産 57,603,197     長期未払金 -

        土地 17,706,852     退職手当引当金 6,408,936

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,253

        建物 95,674,253     その他 1,682,719

        建物減価償却累計額 -56,863,947   流動負債 3,369,525

        工作物 2,382,442     １年内償還予定地方債 2,422,464

        工作物減価償却累計額 -1,636,088     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 364,001

        航空機 -     預り金 292,816

        航空機減価償却累計額 -     その他 290,244

        その他 4,095 負債合計 27,276,774

        その他減価償却累計額 -1,638 【純資産の部】

        建設仮勘定 337,227   固定資産等形成分 147,222,056

      インフラ資産 67,693,574   余剰分（不足分） -26,138,456

        土地 17,134,948

        建物 142,493

        建物減価償却累計額 -50,058

        工作物 136,650,378

        工作物減価償却累計額 -86,826,225

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 642,037

      物品 4,760,565

      物品減価償却累計額 -2,875,625

    無形固定資産 211,013

      ソフトウェア 210,304

      その他 709

    投資その他の資産 12,438,187

      投資及び出資金 1,780,914

        有価証券 -

        出資金 1,780,914

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 293,878

      長期貸付金 664,794

      基金 9,722,040

        減債基金 -

        その他 9,722,040

      その他 -

      徴収不能引当金 -23,438

  流動資産 8,529,464

    現金預金 996,475

    未収金 141,844

    短期貸付金 22,348

    基金 7,368,797

      財政調整基金 7,368,797

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 121,083,600

資産合計 148,360,375 負債及び純資産合計 148,360,375

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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 28,506,084

    業務費用 19,174,619

      人件費 6,149,013

        職員給与費 4,986,348

        賞与等引当金繰入額 3,695

        退職手当引当金繰入額 63,481

        その他 1,095,489

      物件費等 12,337,843

        物件費 5,876,111

        維持補修費 513,006

        減価償却費 5,948,725

        その他 -

      その他の業務費用 687,764

        支払利息 153,892

        徴収不能引当金繰入額 22,439

        その他 511,434

    移転費用 9,331,465

      補助金等 3,420,876

      社会保障給付 3,331,945

      他会計への繰出金 2,404,697

      その他 173,947

  経常収益 1,526,140

    使用料及び手数料 803,631

    その他 722,509

純経常行政コスト 26,979,944

  臨時損失 3,773

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 773

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 608

純行政コスト 26,888,154

    その他 3,000

  臨時利益 95,562

    資産売却益 94,955



【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 124,028,483 151,252,199 -27,223,716

  純行政コスト（△） -26,888,154 -26,888,154

  財源 23,922,330 23,922,330

    税収等 19,538,603 19,538,603

    国県等補助金 4,383,727 4,383,727

  本年度差額 -2,965,825 -2,965,825

  固定資産等の変動（内部変動） -4,051,085 4,051,085

    有形固定資産等の増加 2,391,420 -2,391,420

    有形固定資産等の減少 -6,197,228 6,197,228

    貸付金・基金等の増加 829,506 -829,506

    貸付金・基金等の減少 -1,074,782 1,074,782

  資産評価差額 17,146 17,146

  無償所管換等 3,795 3,795

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -2,944,883 -4,030,143 1,085,260

本年度末純資産残高 121,083,600 147,222,056 -26,138,456

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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 22,467,744

    業務費用支出 13,136,279

      人件費支出 6,081,837

      物件費等支出 6,389,117

      支払利息支出 153,892

      その他の支出 511,434

    移転費用支出 9,331,465

      補助金等支出 3,420,876

      社会保障給付支出 3,331,945

      他会計への繰出支出 2,404,697

      その他の支出 173,947

  業務収入 24,775,506

    税収等収入 19,520,123

    国県等補助金収入 3,745,254

    使用料及び手数料収入 803,736

    その他の収入 706,393

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 2,307,762

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,629,096

    公共施設等整備費支出 2,196,907

    基金積立金支出 310,389

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 121,800

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,484,387

    国県等補助金収入 638,473

    基金取崩収入 583,047

    貸付金元金回収収入 114,548

    資産売却収入 148,319

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,144,709

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,854,833

    地方債償還支出 2,559,322

    その他の支出 295,511

  財務活動収入 1,123,000

    地方債発行収入 1,123,000

前年度末歳計外現金残高 313,327

本年度歳計外現金増減額 -20,511

本年度末歳計外現金残高 292,816

本年度末現金預金残高 996,475

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,731,833

本年度資金収支額 -568,780

前年度末資金残高 1,272,439

本年度末資金残高 703,659


