
【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 21,238,793   固定負債 1,916,038

    有形固定資産 19,601,839     地方債 1,474,363

      事業用資産 9,264,075     長期未払金 -

        土地 817,017     退職手当引当金 427,303

        立木竹 5,582,618     損失補償等引当金 -

        建物 5,185,503     その他 14,372

        建物減価償却累計額 -2,712,504   流動負債 193,164

        工作物 930,105     １年内償還予定地方債 166,881

        工作物減価償却累計額 -700,080     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 20,869

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,413

        その他 - 負債合計 2,109,202

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 161,416   固定資産等形成分 22,313,637

      インフラ資産 10,220,560   余剰分（不足分） -1,659,770

        土地 21,671

        建物 92,872

        建物減価償却累計額 -70,088

        工作物 24,738,654

        工作物減価償却累計額 -14,567,030

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,481

      物品 551,754

      物品減価償却累計額 -434,550

    無形固定資産 1,772

      ソフトウェア 1,772

      その他 -

    投資その他の資産 1,635,182

      投資及び出資金 46,569

        有価証券 5,300

        出資金 41,269

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 4,228

      基金 1,578,613

        減債基金 -

        その他 1,578,613

      その他 10,000

      徴収不能引当金 -4,228

  流動資産 1,524,276

    現金預金 445,634

    未収金 3,798

    短期貸付金 -

    基金 1,074,844

      財政調整基金 480,509

      減債基金 594,335

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 20,653,866

資産合計 22,763,068 負債及び純資産合計 22,763,068

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）

    その他 -

純行政コスト 1,847,553

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 3,503

    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 1,844,049

  臨時損失 3,503

    災害復旧事業費 -

  経常収益 90,822

    使用料及び手数料 34,773

    その他 56,048

      社会保障給付 82,156

      他会計への繰出金 112,774

      その他 593

        その他 3,659

    移転費用 461,335

      補助金等 265,813

      その他の業務費用 10,841

        支払利息 7,182

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 130,944

        減価償却費 627,617

        その他 640

        その他 33,590

      物件費等 1,176,240

        物件費 417,039

        職員給与費 237,699

        賞与等引当金繰入額 20,869

        退職手当引当金繰入額 -5,705

  経常費用 1,934,871

    業務費用 1,473,536

      人件費 286,454

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：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 20,766,518 22,771,846 -2,005,329

  純行政コスト（△） -1,847,553 -1,847,553

  財源 1,718,233 1,718,233

    税収等 1,403,424 1,403,424

    国県等補助金 314,809 314,809

  本年度差額 -129,320 -129,320

  固定資産等の変動（内部変動） -474,879 474,879

    有形固定資産等の増加 382,328 -382,328

    有形固定資産等の減少 -631,121 631,121

    貸付金・基金等の増加 167,914 -167,914

    貸付金・基金等の減少 -394,000 394,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 16,669 16,669

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -112,651 -458,210 345,558

本年度末純資産残高 20,653,866 22,313,637 -1,659,770

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）

前年度末歳計外現金残高 7,381

本年度歳計外現金増減額 -7,381

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 445,634

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,637

本年度資金収支額 360,003

前年度末資金残高 85,631

本年度末資金残高 445,634

  財務活動支出 175,937

    地方債償還支出 172,416

    その他の支出 3,520

  財務活動収入 174,300

    地方債発行収入 174,300

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -132,944

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 394,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 394,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 526,944

    公共施設等整備費支出 362,192

    基金積立金支出 164,751

    投資及び出資金支出 -

  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 494,584

  業務収入 1,805,423

    税収等収入 1,403,460

    国県等補助金収入 314,809

    使用料及び手数料収入 31,472

    その他の収入 55,682

    移転費用支出 461,335

      補助金等支出 265,813

      社会保障給付支出 82,156

      他会計への繰出支出 112,774

      その他の支出 593

    業務費用支出 849,504

      人件費支出 290,193

      物件費等支出 550,918

      支払利息支出 7,182

      その他の支出 1,211

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 1,310,839


