
【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 317,474,298   固定負債 51,556,583

    有形固定資産 307,552,954     地方債 40,057,329

      事業用資産 130,248,920     長期未払金 16,034

        土地 59,315,577     退職手当引当金 8,313,994

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,169,226

        建物 120,132,499     その他 -

        建物減価償却累計額 -64,675,379   流動負債 6,374,302

        工作物 22,217,060     １年内償還予定地方債 4,935,078

        工作物減価償却累計額 -6,762,405     未払金 14,940

        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 650,975

        航空機 -     預り金 773,310

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 57,930,885

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,568   固定資産等形成分 326,235,798

      インフラ資産 175,747,808   余剰分（不足分） -53,269,203

        土地 144,963,326

        建物 3,651,823

        建物減価償却累計額 -1,157,430

        工作物 57,692,344

        工作物減価償却累計額 -30,151,754

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 749,499

      物品 5,645,215

      物品減価償却累計額 -4,088,989

    無形固定資産 24,132

      ソフトウェア 24,132

      その他 -

    投資その他の資産 9,897,212

      投資及び出資金 500,759

        有価証券 -

        出資金 500,759

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 456,503

      長期貸付金 205,238

      基金 8,790,547

        減債基金 52,963

        その他 8,737,584

      その他 -

      徴収不能引当金 -55,835

  流動資産 13,423,182

    現金預金 4,407,536

    未収金 279,270

    短期貸付金 -

    基金 8,761,500

      財政調整基金 8,761,500

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -25,125 純資産合計 272,966,595

資産合計 330,897,480 負債及び純資産合計 330,897,480

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    その他 -

純行政コスト 51,890,233

    その他 -

  臨時利益 44,971

    資産売却益 44,971

    資産除売却損 25,992

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 3,169,226

純経常行政コスト 48,739,986

  臨時損失 3,195,218

    災害復旧事業費 -

  経常収益 2,771,592

    使用料及び手数料 971,525

    その他 1,800,067

      社会保障給付 11,505,313

      他会計への繰出金 6,419,714

      その他 50,451

        その他 315,376

    移転費用 23,147,877

      補助金等 5,172,399

      その他の業務費用 557,372

        支払利息 230,015

        徴収不能引当金繰入額 11,980

        維持補修費 1,257,394

        減価償却費 4,389,550

        その他 8,646

        その他 1,725,863

      物件費等 16,690,867

        物件費 11,035,276

        職員給与費 7,963,941

        賞与等引当金繰入額 650,975

        退職手当引当金繰入額 774,684

  経常費用 51,511,578

    業務費用 28,363,701

      人件費 11,115,462

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



【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 271,002,989 324,474,357 -53,471,368

  純行政コスト（△） -51,890,233 -51,890,233

  財源 53,697,947 53,697,947

    税収等 40,756,008 40,756,008

    国県等補助金 12,941,940 12,941,940

  本年度差額 1,807,714 1,807,714

  固定資産等の変動（内部変動） 1,550,233 -1,550,233

    有形固定資産等の増加 5,753,453 -5,753,453

    有形固定資産等の減少 -4,646,909 4,646,909

    貸付金・基金等の増加 3,511,656 -3,511,656

    貸付金・基金等の減少 -3,067,967 3,067,967

  資産評価差額 423 423

  無償所管換等 155,469 155,469

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,963,606 1,706,125 257,481

本年度末純資産残高 272,966,595 326,180,482 -53,213,887

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 779,516

本年度歳計外現金増減額 -6,206

本年度末歳計外現金残高 773,310

本年度末現金預金残高 4,407,536

    その他の収入 80,000

財務活動収支 -2,605,833

本年度資金収支額 573,745

前年度末資金残高 3,060,482

本年度末資金残高 3,634,227

  財務活動支出 5,022,333

    地方債償還支出 4,926,894

    その他の支出 95,439

  財務活動収入 2,416,500

    地方債発行収入 2,336,500

    貸付金元金回収収入 925,024

    資産売却収入 125,641

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,764,103

【財務活動収支】

    貸付金支出 896,325

    その他の支出 -

  投資活動収入 5,239,607

    国県等補助金収入 2,229,668

    基金取崩収入 1,959,274

【投資活動収支】

  投資活動支出 9,003,710

    公共施設等整備費支出 5,577,403

    基金積立金支出 2,529,982

    投資及び出資金支出 -

  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 6,943,681

  業務収入 54,349,327

    税収等収入 40,871,724

    国県等補助金収入 10,712,272

    使用料及び手数料収入 971,525

    その他の収入 1,793,807

    移転費用支出 23,148,695

      補助金等支出 5,172,399

      社会保障給付支出 11,505,313

      他会計への繰出支出 6,419,714

      その他の支出 51,269

    業務費用支出 24,256,951

      人件費支出 11,334,026

      物件費等支出 12,692,910

      支払利息支出 230,015

      その他の支出 -

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 47,405,646


