
【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 360,650,778   固定負債 148,891,334

    有形固定資産 305,668,966     地方債 133,558,638

      事業用資産 210,237,584     長期未払金 -

        土地 106,211,632     退職手当引当金 15,230,631

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 187,991,176     その他 102,065

        建物減価償却累計額 -88,782,537   流動負債 13,777,142

        工作物 17,741,080     １年内償還予定地方債 11,964,291

        工作物減価償却累計額 -13,246,843     未払金 16,892

        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 1,046,632

        航空機 -     預り金 749,327

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 162,668,476

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 323,075   固定資産等形成分 368,358,653

      インフラ資産 93,739,849   余剰分（不足分） -160,179,248

        土地 30,516,941

        建物 3,248,879

        建物減価償却累計額 -1,601,783

        工作物 135,070,854

        工作物減価償却累計額 -74,732,407

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,237,365

      物品 5,284,075

      物品減価償却累計額 -3,592,542

    無形固定資産 202,636

      ソフトウェア 202,636

      その他 -

    投資その他の資産 54,779,176

      投資及び出資金 36,640,598

        有価証券 1,074,097

        出資金 228,151

        その他 35,338,350

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,803,750

      長期貸付金 375,086

      基金 13,995,958

        減債基金 1,883,011

        その他 12,112,947

      その他 2,113,938

      徴収不能引当金 -150,154

  流動資産 10,197,103

    現金預金 2,028,097

    未収金 434,174

    短期貸付金 64,446

    基金 7,643,429

      財政調整基金 7,643,429

      減債基金 -

    棚卸資産 26,957

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 208,179,405

資産合計 370,847,881 負債及び純資産合計 370,847,881

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 113,519,044

    業務費用 53,960,205

      人件費 15,398,691

        職員給与費 13,671,821

        賞与等引当金繰入額 1,046,632

        退職手当引当金繰入額 -13,672

        その他 693,909

      物件費等 36,794,194

        物件費 26,563,589

        維持補修費 2,088,634

        減価償却費 8,141,972

        その他 -

      その他の業務費用 1,767,320

        支払利息 991,900

        徴収不能引当金繰入額 13,004

        その他 762,416

    移転費用 59,558,839

      補助金等 19,770,248

      社会保障給付 30,395,859

      他会計への繰出金 9,224,776

      その他 167,955

  経常収益 4,108,599

    使用料及び手数料 2,674,369

    その他 1,434,230

純経常行政コスト 109,410,445

  臨時損失 828,940

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 828,940

    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 110,239,384

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 213,144,224 370,514,034 -157,369,811

  純行政コスト（△） -110,239,384 -110,239,384

  財源 105,918,197 105,918,197

    税収等 71,031,657 71,031,657

    国県等補助金 34,886,540 34,886,540

  本年度差額 -4,321,187 -4,321,187

  固定資産等の変動（内部変動） -1,511,750 1,511,750

    有形固定資産等の増加 8,768,054 -8,768,054

    有形固定資産等の減少 -8,489,915 8,489,915

    貸付金・基金等の増加 4,169,760 -4,169,760

    貸付金・基金等の減少 -5,959,648 5,959,648

  資産評価差額 -35,630 -35,630

  無償所管換等 -608,001 -608,001

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -4,964,819 -2,155,381 -2,809,438

本年度末純資産残高 208,179,405 368,358,653 -160,179,248

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）

前年度末歳計外現金残高 589,106

本年度歳計外現金増減額 160,221

本年度末歳計外現金残高 749,327

本年度末現金預金残高 2,028,097

    その他の収入 -

財務活動収支 2,437,093

本年度資金収支額 -238,321

前年度末資金残高 1,517,091

本年度末資金残高 1,278,770

  財務活動支出 11,777,850

    地方債償還支出 11,752,126

    その他の支出 25,724

  財務活動収入 14,214,943

    地方債発行収入 14,214,943

    貸付金元金回収収入 2,879,307

    資産売却収入 207,344

    その他の収入 225

投資活動収支 -5,661,763

【財務活動収支】

    貸付金支出 2,810,080

    その他の支出 -

  投資活動収入 7,949,069

    国県等補助金収入 1,909,676

    基金取崩収入 2,952,518

【投資活動収支】

  投資活動支出 13,610,832

    公共施設等整備費支出 8,768,054

    基金積立金支出 1,359,001

    投資及び出資金支出 673,697

  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 2,986,349

  業務収入 108,339,342

    税収等収入 71,261,942

    国県等補助金収入 32,976,864

    使用料及び手数料収入 2,666,306

    その他の収入 1,434,230

    移転費用支出 59,558,839

      補助金等支出 19,770,248

      社会保障給付支出 30,395,859

      他会計への繰出支出 9,224,776

      その他の支出 167,955

    業務費用支出 45,794,153

      人件費支出 15,383,214

      物件費等支出 28,656,624

      支払利息支出 991,900

      その他の支出 762,416

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 105,352,992


