
【様式第1号】

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 91,596,716 ※ 固定負債 44,297,815

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 221,664

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 4,971,368
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 51,172
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 584,876
航空機 - 預り金 516,702
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 49,269,183
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 95,813,379

インフラ資産 21,287,139 余剰分（不足分） △ 44,915,172
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 8,138,847 ※

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 882,872
長期貸付金 -
基金 7,344,947

減債基金 18,296
その他 7,326,651

その他 -
徴収不能引当金 △ 203,394

流動資産 8,570,673 ※

現金預金 3,829,830
未収金 531,550
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 △ 7,369 50,898,206 ※

100,167,389 100,167,389

※ 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。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

全体貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



【様式第２号】

（単位：千円）

経常費用 75,947,310
業務費用 22,552,342

人件費 8,451,618
職員給与費 6,063,023
賞与等引当金繰入額 584,876
退職手当引当金繰入額 639,870
その他 1,163,849

物件費等 12,316,079
物件費 10,019,440
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 1,784,645
支払利息 361,328
徴収不能引当金繰入額 210,301
その他 1,213,016

移転費用 53,394,968
補助金等 38,408,615
社会保障給付 13,885,351
他会計への繰出金 1,010,567
その他 90,435

経常収益 1,984,205
使用料及び手数料 1,070,631
その他 913,574

純経常行政コスト △ 73,963,105
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 △ 73,992,737

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 金額



【様式第３号】

（単位：千円）

前年度末純資産残高 49,293,914 94,790,664 △ 45,496,750

純行政コスト（△） △ 73,992,737 △ 73,992,737

財源 75,490,555 ※ 75,490,555 ※

税収等 48,339,956 48,339,956

国県等補助金 27,150,598 27,150,598

本年度差額 1,497,818 1,497,818

固定資産等の変動（内部変動） 916,240 ※ △ 916,240 ※

有形固定資産等の増加 2,414,155 △ 2,414,155

有形固定資産等の減少 △ 2,387,403 2,387,403

貸付金・基金等の増加 1,874,351 △ 1,874,351

貸付金・基金等の減少 △ 984,862 984,862

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 1,604,292 ※ 1,022,715 581,578

本年度末純資産残高 50,898,206 ※ 95,813,379 △ 44,915,172

※ 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。

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

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 73,794,994

業務費用支出 20,370,566
人件費支出 8,170,608
物件費等支出 10,788,840
支払利息支出 361,328
その他の支出 1,049,790

移転費用支出 53,424,428
補助金等支出 38,438,075
社会保障給付支出 13,885,351
他会計への繰出支出 1,010,567
その他の支出 90,435

業務収入 76,729,227 ※

税収等収入 48,267,995
国県等補助金収入 26,575,308
使用料及び手数料収入 1,066,640
その他の収入 819,283

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 2,650
業務活動収支 2,936,883
【投資活動収支】

投資活動支出 3,710,922 ※

公共施設等整備費支出 1,836,572
基金積立金支出 1,859,351
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 1,705,052 ※

国県等補助金収入 572,640
基金取崩収入 969,862
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 △ 2,005,870
【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
566,525

2,657,186
3,223,711

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 3,829,830

※ 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

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 金額

本年度資金収支額


