
【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 504,662,157   固定負債 263,777,226

    有形固定資産 473,424,535     地方債等 200,963,628

      事業用資産 225,963,455     長期未払金 -

        土地 119,203,877     退職手当引当金 16,137,630

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 194,386,834     その他 46,675,968

        建物減価償却累計額 -92,954,620   流動負債 24,893,852

        工作物 19,465,513     １年内償還予定地方債等 16,429,180

        工作物減価償却累計額 -14,467,322     未払金 3,564,069

        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 1,198,102

        航空機 -     預り金 769,174

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,933,326

        その他 - 負債合計 288,671,079

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 329,172   固定資産等形成分 511,963,674

      インフラ資産 236,499,523   余剰分（不足分） -274,389,839

        土地 36,844,648   他団体出資等分 -

        建物 10,816,523

        建物減価償却累計額 -3,173,541

        工作物 296,698,832

        工作物減価償却累計額 -108,873,665

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,186,726

      物品 22,502,229

      物品減価償却累計額 -11,540,672

    無形固定資産 203,868

      ソフトウェア 202,636

      その他 1,232

    投資その他の資産 31,033,754

      投資及び出資金 7,411,114

        有価証券 1,074,097

        出資金 228,151

        その他 6,108,865

      長期延滞債権 2,771,025

      長期貸付金 875,086

      基金 18,309,218

        減債基金 1,883,011

        その他 16,426,207

      その他 2,113,938

      徴収不能引当金 -446,626

  流動資産 21,582,757

    現金預金 10,410,882

    未収金 3,264,866

    短期貸付金 64,446

    基金 7,237,071

      財政調整基金 7,237,071

      減債基金 -

    棚卸資産 26,957

    その他 605,188

    徴収不能引当金 -26,653

  繰延資産 - 純資産合計 237,573,835

資産合計 526,244,914 負債及び純資産合計 526,244,914

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

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

  経常費用 198,803,307

    業務費用 82,258,403

      人件費 17,048,030

        職員給与費 14,976,307

        賞与等引当金繰入額 1,170,383

        退職手当引当金繰入額 31,771

        その他 869,568

      物件費等 49,965,096

        物件費 33,721,181

        維持補修費 2,906,023

        減価償却費 13,313,935

        その他 23,958

      その他の業務費用 15,245,277

        支払利息 2,162,177

        徴収不能引当金繰入額 -6,108

        その他 13,089,208

    移転費用 116,544,905

      補助金等 20,572,839

      社会保障給付 95,777,187

      その他 194,879

  経常収益 29,335,529

    使用料及び手数料 11,350,240

    その他 17,985,289

純経常行政コスト 169,467,779

  臨時損失 831,830

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 829,040

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,790

  臨時利益 6,582

    資産売却益 1,714

    その他 4,868

純行政コスト 170,293,026



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 241,463,919 511,510,656 -270,046,737 -

  純行政コスト（△） -170,293,026 -170,293,026 -

  財源 167,657,280 167,657,280 -

    税収等 111,586,067 111,586,067 -

    国県等補助金 56,071,212 56,071,212 -

  本年度差額 -2,635,747 -2,635,747 -

  固定資産等の変動（内部変動） 679,120 -679,120

    有形固定資産等の増加 16,822,991 -16,822,991

    有形固定資産等の減少 -13,687,642 13,687,642

    貸付金・基金等の増加 4,020,670 -4,020,670

    貸付金・基金等の減少 -6,476,900 6,476,900

  資産評価差額 -35,630 -35,630

  無償所管換等 -190,471 -190,471

  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 -1,028,236 - -1,028,236

  本年度純資産変動額 -3,890,084 453,018 -4,343,102 -

本年度末純資産残高 237,573,835 511,963,674 -274,389,839 -

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 617,379

本年度歳計外現金増減額 151,796

本年度末歳計外現金残高 769,174

本年度末現金預金残高 10,410,882

財務活動収支 4,114,209

本年度資金収支額 2,464,280

前年度末資金残高 7,177,428

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 9,641,708

    地方債等償還支出 7,072,334

    その他の支出 123,455

  財務活動収入 11,309,998

    地方債等発行収入 11,566,101

    その他の収入 -256,103

    資産売却収入 211,064

    その他の収入 225

投資活動収支 -10,987,721

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,195,789

    その他の支出 -

  投資活動収入 10,542,736

    国県等補助金収入 4,480,124

    基金取崩収入 2,972,017

    貸付金元金回収収入 2,879,307

  投資活動支出 21,530,457

    公共施設等整備費支出 16,568,328

    基金積立金支出 1,652,049

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,310,080

    災害復旧事業費支出 831

    その他の支出 797

  臨時収入 3,707

業務活動収支 9,337,791

【投資活動収支】

    税収等収入 119,763,478

    国県等補助金収入 54,156,739

    使用料及び手数料収入 11,670,573

    その他の収入 17,985,289

  臨時支出 1,629

    移転費用支出 125,919,681

      補助金等支出 85,939,829

      社会保障給付支出 30,410,196

      その他の支出 194,879

  業務収入 203,576,079

    業務費用支出 68,320,685

      人件費支出 17,061,359

      物件費等支出 36,007,941

      支払利息支出 2,045,825

      その他の支出 13,205,560

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 194,240,366


