
【様式第1号】

（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 15,240,284   固定負債 5,119,675

    有形固定資産 13,850,290     地方債 4,384,626

      事業用資産 7,256,875     長期未払金 -

        土地 2,507,171     退職手当引当金 735,049

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,384,823     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,846,163   流動負債 554,365

        工作物 10,474     １年内償還予定地方債 504,887

        工作物減価償却累計額 -8,686     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 47,442

        航空機 -     預り金 2,036

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,674,041

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 209,256   固定資産等形成分 16,084,749

      インフラ資産 6,540,265   余剰分（不足分） -5,313,341

        土地 26,325

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 17,672,047

        工作物減価償却累計額 -11,183,446

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,339

      物品 387,661

      物品減価償却累計額 -334,511

    無形固定資産 8,917

      ソフトウェア 8,917

      その他 -

    投資その他の資産 1,381,077

      投資及び出資金 157,868

        有価証券 86,427

        出資金 71,441

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 33,344

      長期貸付金 -

      基金 1,192,130

        減債基金 95,001

        その他 1,097,129

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,265

  流動資産 1,205,165

    現金預金 113,987

    未収金 247,937

    短期貸付金 -

    基金 844,465

      財政調整基金 844,465

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,225 純資産合計 10,771,408

資産合計 16,445,448 負債及び純資産合計 16,445,448

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 4,220,425

    業務費用 2,343,067

      人件費 1,022,300

        職員給与費 684,637

        賞与等引当金繰入額 47,442

        退職手当引当金繰入額 5,311

        その他 284,911

      物件費等 1,289,634

        物件費 662,647

        維持補修費 32,280

        減価償却費 588,958

        その他 5,749

      その他の業務費用 31,133

        支払利息 22,574

        徴収不能引当金繰入額 -592

        その他 9,151

    移転費用 1,877,358

      補助金等 1,062,968

      社会保障給付 458,707

      他会計への繰出金 296,231

      その他 59,452

  経常収益 248,414

    使用料及び手数料 66,463

    その他 181,951

純経常行政コスト 3,972,011

  臨時損失 19,335

    災害復旧事業費 19,335

    資産除売却損 -

    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 3,976,265

    その他 -

  臨時利益 15,081

    資産売却益 15,081



【様式第3号】

（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 10,388,428 15,740,829 -5,352,400

  純行政コスト（△） -3,976,265 -3,976,265

  財源 4,359,244 4,359,244

    税収等 3,246,372 3,246,372

    国県等補助金 1,112,872 1,112,872

  本年度差額 382,979 382,979

  固定資産等の変動（内部変動） 343,920 -343,920

    有形固定資産等の増加 1,034,683 -1,034,683

    有形固定資産等の減少 -588,958 588,958

    貸付金・基金等の増加 100,513 -100,513

    貸付金・基金等の減少 -202,317 202,317

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 382,979 343,920 39,059

本年度末純資産残高 10,771,408 16,084,749 -5,313,341

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】

（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 3,626,149

    業務費用支出 1,748,791

      人件費支出 1,016,390

      物件費等支出 700,676

      支払利息支出 22,574

      その他の支出 9,151

    移転費用支出 1,877,358

      補助金等支出 1,062,968

      社会保障給付支出 458,707

      他会計への繰出支出 296,231

      その他の支出 59,452

  業務収入 4,130,354

    税収等収入 3,257,498

    国県等補助金収入 624,449

    使用料及び手数料収入 66,216

    その他の収入 182,191

  臨時支出 19,335

    災害復旧事業費支出 19,335

    その他の支出 -

  臨時収入 9,355

業務活動収支 494,224

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,135,196

    公共施設等整備費支出 1,034,683

    基金積立金支出 80,513

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 566,205

    国県等補助金収入 357,004

    基金取崩収入 138,199

    貸付金元金回収収入 20,000

    資産売却収入 51,002

    その他の収入 -

投資活動収支 -568,991

【財務活動収支】

  財務活動支出 498,354

    地方債償還支出 498,354

    その他の支出 -

  財務活動収入 614,700

    地方債発行収入 614,700

前年度末歳計外現金残高 2,252

本年度歳計外現金増減額 -216

本年度末歳計外現金残高 2,036

本年度末現金預金残高 113,987

    その他の収入 -

財務活動収支 116,346

本年度資金収支額 41,579

前年度末資金残高 70,371

本年度末資金残高 111,951


