
【様式第1号】

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 89,624,073 ※ 固定負債 44,243,561

有形固定資産 83,457,868 ※ 地方債 37,322,112
事業用資産 62,064,661 長期未払金 167,410

土地 52,844,902 退職手当引当金 6,265,940
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 34,025,233 その他 488,099
建物減価償却累計額 △ 25,702,289 流動負債 4,930,278
工作物 50,106 1年内償還予定地方債 3,818,618
工作物減価償却累計額 △ 24,675 未払金 34,381
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 560,577
航空機 - 預り金 516,702
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 49,173,839
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 871,384 固定資産等形成分 93,840,735 ※

インフラ資産 21,287,139 余剰分（不足分） △ 46,175,183
土地 14,097,341
建物 86,798
建物減価償却累計額 △ 79,033
工作物 29,071,949
工作物減価償却累計額 △ 22,408,314
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 518,398

物品 949,841
物品減価償却累計額 △ 843,772

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 6,166,204
投資及び出資金 114,423

有価証券 -
出資金 114,423
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 538,625
長期貸付金 -
基金 5,582,067

減債基金 18,296
その他 5,563,771

その他 -
徴収不能引当金 △ 68,911

流動資産 7,215,319
現金預金 2,742,181
未収金 259,126
短期貸付金 -
基金 4,216,663

財政調整基金 4,216,663
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 2,651 47,665,553 ※

96,839,392 96,839,392

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



【様式第２号】

（単位：千円）

経常費用 48,434,849
業務費用 20,532,169 ※

人件費 8,091,126
職員給与費 5,812,685
賞与等引当金繰入額 560,577
退職手当引当金繰入額 639,870
その他 1,077,994

物件費等 11,415,060 ※

物件費 9,118,422
維持補修費 753,180
減価償却費 1,541,059
その他 2,400

その他の業務費用 1,025,982 ※

支払利息 359,130
徴収不能引当金繰入額 71,562
その他 595,291

移転費用 27,902,680
補助金等 7,058,501
社会保障給付 13,885,351
他会計への繰出金 6,868,393
その他 90,435

経常収益 1,786,170
使用料及び手数料 1,070,612
その他 715,558

純経常行政コスト △ 46,648,679
臨時損失 143,811

災害復旧事業費 -
資産除売却損 143,811
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 114,179
資産売却益 114,179
その他 -

純行政コスト △ 46,678,311

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



【様式第３号】

（単位：千円）

前年度末純資産残高 46,450,110 93,327,916 △ 46,877,806

純行政コスト（△） △ 46,678,311 △ 46,678,311

財源 47,787,279 47,787,279

税収等 29,613,364 29,613,364

国県等補助金 18,173,915 18,173,915

本年度差額 1,108,968 1,108,968

固定資産等の変動（内部変動） 406,345 ※ △ 406,345 ※

有形固定資産等の増加 2,095,465 △ 2,095,465

有形固定資産等の減少 △ 1,991,906 1,991,906

貸付金・基金等の増加 1,281,263 △ 1,281,263

貸付金・基金等の減少 △ 978,478 978,478

資産評価差額 - -

無償所管換等 112,367 112,367

その他 △ 5,892 △ 5,892 -

本年度純資産変動額 1,215,442 ※ 512,819 ※ 702,623

本年度末純資産残高 47,665,553 ※ 93,840,735 △ 46,175,183

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



【様式第４号】

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 46,500,775 ※

業務費用支出 18,568,636
人件費支出 7,811,184
物件費等支出 9,887,821
支払利息支出 359,130
その他の支出 510,501

移転費用支出 27,932,140
補助金等支出 7,087,961
社会保障給付支出 13,885,351
他会計への繰出支出 6,868,393
その他の支出 90,435

業務収入 48,909,930
税収等収入 29,615,397
国県等補助金収入 17,598,647
使用料及び手数料収入 1,066,621
その他の収入 629,265

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 2,628
業務活動収支 2,411,783
【投資活動収支】

投資活動支出 3,117,835
公共施設等整備費支出 1,836,572
基金積立金支出 1,266,263
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 15,000
その他の支出 -

投資活動収入 1,698,668 ※

国県等補助金収入 572,640
基金取崩収入 963,478
貸付金元金回収収入 15,000
資産売却収入 147,551
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,419,166 ※

【財務活動収支】
財務活動支出 3,793,316

地方債償還支出 3,748,604
その他の支出 44,712

財務活動収入 3,428,828
地方債発行収入 3,428,828
その他の収入 -

財務活動収支 △ 364,488
628,128 ※

1,507,934
2,136,062

前年度末歳計外現金残高 598,996
本年度歳計外現金増減額 7,123
本年度末歳計外現金残高 606,119
本年度末現金預金残高 2,742,181

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


