
【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 6,046,819   固定負債 697,121

    有形固定資産 5,875,403     地方債 636,288

      事業用資産 2,838,463     長期未払金 -

        土地 42,205     退職手当引当金 60,833

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,339,598     その他 -

        建物減価償却累計額 -1,811,045   流動負債 85,317

        工作物 303,197     １年内償還予定地方債 61,617

        工作物減価償却累計額 -46,298     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 12,035

        航空機 -     預り金 338

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,327

        その他 16,650 負債合計 782,438

        その他減価償却累計額 -5,844 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 6,422,523

      インフラ資産 2,930,124   余剰分（不足分） -697,430

        土地 19,294

        建物 138,233

        建物減価償却累計額 -84,331

        工作物 4,773,447

        工作物減価償却累計額 -1,930,883

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 14,364

      物品 435,473

      物品減価償却累計額 -328,657

    無形固定資産 17,680

      ソフトウェア 17,680

      その他 -

    投資その他の資産 153,736

      投資及び出資金 48,199

        有価証券 23,526

        出資金 24,673

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,030

      長期貸付金 -

      基金 104,554

        減債基金 1,722

        その他 102,832

      その他 -

      徴収不能引当金 -46

  流動資産 460,712

    現金預金 84,513

    未収金 516

    短期貸付金 -

    基金 375,705

      財政調整基金 375,705

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -22 純資産合計 5,725,093

資産合計 6,507,531 負債及び純資産合計 6,507,531

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）

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 856,414

    業務費用 710,575

      人件費 188,430

        職員給与費 150,495

        賞与等引当金繰入額 12,035

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 25,901

      物件費等 512,678

        物件費 207,861

        維持補修費 8,162

        減価償却費 296,656

        その他 -

      その他の業務費用 9,466

        支払利息 5,602

        徴収不能引当金繰入額 68

        その他 3,796

    移転費用 145,839

      補助金等 83,791

      社会保障給付 20,026

      他会計への繰出金 41,739

      その他 283

  経常収益 29,555

    使用料及び手数料 3,054

    その他 26,501

純経常行政コスト 826,859

  臨時損失 145

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 145

    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 827,004

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 5,519,479 6,234,193 -714,715

  純行政コスト（△） -827,004 -827,004

  財源 1,115,627 1,115,627

    税収等 597,698 597,698

    国県等補助金 517,929 517,929

  本年度差額 288,623 288,623

  固定資産等の変動（内部変動） 271,340 -271,340

    有形固定資産等の増加 568,121 -568,121

    有形固定資産等の減少 -296,801 296,801

    貸付金・基金等の増加 83,484 -83,484

    貸付金・基金等の減少 -83,465 83,465

  資産評価差額 4,649 4,649

  無償所管換等 -87,659 -87,659

  その他 2 - 2

  本年度純資産変動額 205,614 188,330 17,285

本年度末純資産残高 5,725,093 6,422,523 -697,430

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）

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 558,583

    業務費用支出 412,744

      人件費支出 187,538

      物件費等支出 216,023

      支払利息支出 5,602

      その他の支出 3,582

    移転費用支出 145,839

      補助金等支出 83,791

      社会保障給付支出 20,026

      他会計への繰出支出 41,739

      その他の支出 283

  業務収入 690,996

    税収等収入 597,639

    国県等補助金収入 64,693

    使用料及び手数料収入 3,051

    その他の収入 25,614

  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 132,413

【投資活動収支】

  投資活動支出 649,931

    公共施設等整備費支出 568,121

    基金積立金支出 81,810

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 534,916

    国県等補助金収入 453,236

    基金取崩収入 81,679

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1

    その他の収入 -

投資活動収支 -115,015

【財務活動収支】

  財務活動支出 97,160

    地方債償還支出 85,833

    その他の支出 11,327

  財務活動収入 114,695

    地方債発行収入 114,695

前年度末歳計外現金残高 679

本年度歳計外現金増減額 -341

本年度末歳計外現金残高 338

本年度末現金預金残高 84,513

    その他の収入 -

財務活動収支 17,535

本年度資金収支額 34,934

前年度末資金残高 49,242

本年度末資金残高 84,175


