
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 189,682,693   固定負債 36,196,315

    有形固定資産 177,189,870     地方債等 25,865,179

      事業用資産 59,023,936     長期未払金 -

        土地 19,127,591     退職手当引当金 6,652,231

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 4,253

        立木竹 -     その他 3,674,652

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,527,566

        建物 95,674,253     １年内償還予定地方債等 3,184,291

        建物減価償却累計額 -56,863,947     未払金 356,445

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,382,442     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,636,088     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 378,619

        船舶 -     預り金 292,816

        船舶減価償却累計額 -     その他 315,395

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 40,723,881

        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 197,073,838

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -36,748,049

        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 4,095

        その他減価償却累計額 -1,638

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 337,227

      インフラ資産 116,271,922

        土地 17,337,393

        土地減損損失累計額 -

        建物 299,879

        建物減価償却累計額 -169,259

        建物減損損失累計額 -

        工作物 219,104,915

        工作物減価償却累計額 -121,703,716

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,596,999

        その他減価償却累計額 -1,069,237

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 874,947

      物品 4,810,754

      物品減価償却累計額 -2,916,741

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 225,636

      ソフトウェア 224,434

      その他 1,201

    投資その他の資産 12,267,187

      投資及び出資金 593,722

        有価証券 -

        出資金 593,722

        その他 -

      長期延滞債権 605,375

      長期貸付金 664,794

      基金 10,451,101

        減債基金 -

        その他 10,451,101

      その他 -

      徴収不能引当金 -47,805

  流動資産 11,366,977

    現金預金 3,624,318

    未収金 339,871

    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 5,368

    その他 6,451

    徴収不能引当金 -175

  繰延資産 - 純資産合計 160,325,789

資産合計 201,049,670 負債及び純資産合計 201,049,670

※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。

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （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。

    資産売却益 94,955

    その他 80,586

純行政コスト 40,043,979

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,000

  臨時利益 175,540

  臨時損失 3,773

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 773

    使用料及び手数料 2,459,887

    その他 899,246

純経常行政コスト 40,215,747

      社会保障給付 3,333,425

      その他 186,703

  経常収益 3,359,133

        その他 773,584

    移転費用 20,163,303

      補助金等 16,643,176

      その他の業務費用 1,163,013

        支払利息 343,727

        徴収不能引当金繰入額 45,702

        維持補修費 806,697

        減価償却費 7,710,857

        その他 -

        その他 1,107,180

      物件費等 15,890,919

        物件費 7,373,365

        職員給与費 5,213,975

        賞与等引当金繰入額 5,635

        退職手当引当金繰入額 30,854

  経常費用 43,574,880

    業務費用 23,411,577

      人件費 6,357,645

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



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 163,476,405 201,699,699 -38,223,294 -

  純行政コスト（△） -40,043,979 -40,043,979 -

  財源 36,872,422 36,872,422 -

    税収等 28,462,792 28,462,792 -

    国県等補助金 8,409,630 8,409,630 -

  本年度差額 -3,171,558 -3,171,558 -

  固定資産等の変動（内部変動） -4,646,803 4,646,803

    有形固定資産等の増加 3,397,703 -3,397,703

    有形固定資産等の減少 -8,091,366 8,091,366

    貸付金・基金等の増加 1,464,435 -1,464,435

    貸付金・基金等の減少 -1,417,576 1,417,576

  資産評価差額 17,146 17,146

  無償所管換等 3,795 3,795

  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 -3,150,616 -4,625,862 1,475,246 -

本年度末純資産残高 160,325,789 197,073,838 -36,748,049 -

※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。

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】

会計：全体会計 （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。

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 3,624,318

財務活動収支 -1,939,059

本年度資金収支額 -564,162

前年度末資金残高 3,895,664

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,331,502

    地方債等償還支出 3,307,448

    その他の支出 295,511

  財務活動収入 1,663,900

    地方債等発行収入 1,663,900

    その他の収入 -

    資産売却収入 148,319

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,094,217

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,602,959

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,727,783

    国県等補助金収入 881,869

    基金取崩収入 583,047

    貸付金元金回収収入 114,548

  投資活動支出 3,822,000

    公共施設等整備費支出 3,076,491

    基金積立金支出 610,976

    投資及び出資金支出 12,733

    貸付金支出 121,800

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 79,978

業務活動収支 3,469,114

【投資活動収支】

    税収等収入 28,437,937

    国県等補助金収入 7,595,892

    使用料及び手数料収入 2,434,794

    その他の収入 784,003

  臨時支出 -

    移転費用支出 20,150,570

      補助金等支出 16,643,176

      社会保障給付支出 3,333,425

      その他の支出 173,969

  業務収入 39,252,626

    業務費用支出 15,712,919

      人件費支出 6,407,476

      物件費等支出 8,189,794

      支払利息支出 343,727

      その他の支出 771,923

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 35,863,489


