
全体 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 28,263,063 固定負債 5,943,609

有形固定資産 25,771,255 地方債 4,899,687
事業用資産 6,526,632 長期未払金 -

土地 3,204,274 退職手当引当金 1,043,922
立木竹 21,660 損失補償等引当金 -
建物 11,343,629 その他 -
建物減価償却累計額 △ 8,241,841 流動負債 702,486
工作物 1,146,809 1年内償還予定地方債 471,651
工作物減価償却累計額 △ 952,144 未払金 61,191
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 7,870
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 80,262
航空機 - 預り金 60,472
航空機減価償却累計額 - その他 21,040
その他 - 6,646,096
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 4,244 固定資産等形成分 30,488,432

インフラ資産 18,783,854 余剰分（不足分） △ 5,790,313
土地 3,432,469
建物 1,015,301
建物減価償却累計額 △ 162,346
工作物 34,482,177
工作物減価償却累計額 △ 20,010,763
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 27,016

物品 1,584,562
物品減価償却累計額 △ 1,123,793

無形固定資産 2,740
ソフトウェア -
その他 2,740

投資その他の資産 2,489,068
投資及び出資金 166,726

有価証券 136,966
出資金 29,760
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 215,710
長期貸付金 -
基金 2,123,196

減債基金 -
その他 2,123,196

その他 -
徴収不能引当金 △ 16,563

流動資産 3,081,152
現金預金 769,514
未収金 87,654
短期貸付金 -
基金 2,225,368

財政調整基金 1,711,252
減債基金 514,117

棚卸資産 4,097
その他 2,000
徴収不能引当金 △ 7,481

繰延資産 0 24,698,119
31,344,215 31,344,215

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
全体貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



全体 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

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

資産売却益

その他

純行政コスト

22,967

【様式第２号】

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

10,812,308

4,144,422

1,253,562

1,080,234

78,920

5,275,684

71,441

2,750,338

1,672,889

48,200

1,026,115

3,133

140,523

32,185

13,179

95,159

6,667,886

-

912,465

477,136

2,601

892,055

539,810

352,245

9,920,254

337,682

275

7,792

-

329,615

672

672

-

10,257,264



全体 （単位：千円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 31,010,143 △ 5,941,822

純行政コスト（△） 10,257,264

財源 9,907,733

税収等 6,828,421

国県等補助金 3,079,312

本年度差額 △ 349,531

固定資産等の変動（内部変動） △ 508,242 508,242

有形固定資産等の増加 306,507 △ 306,507

有形固定資産等の減少 △ 1,036,916 1,036,916

貸付金・基金等の増加 386,920 △ 386,920

貸付金・基金等の減少 △ 164,752 164,752

資産評価差額 2,069

無償所管換等 3,021

その他 △ 18,560 △ 7,201

本年度純資産変動額 △ 521,711 151,510

本年度末純資産残高 30,488,432 △ 5,790,313

△ 349,531

【様式第３号】

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

25,068,320

10,257,264

9,907,733

6,828,421

3,079,312

3,021

△ 25,761

△ 370,201

24,698,119

2,069



【様式第4号】

全体 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 9,705,026

業務費用支出 3,037,140

人件費支出 1,231,564

物件費等支出 1,673,469

支払利息支出 32,185

その他の支出 99,922

移転費用支出 6,667,886

補助金等支出 5,275,684

社会保障給付支出 912,465

他会計への繰出支出 477,136

その他の支出 2,601

業務収入 10,731,836

税収等収入 6,818,983

国県等補助金収入 3,015,940

使用料及び手数料収入 566,729

その他の収入 330,185

臨時支出 329,890

災害復旧事業費支出 275

その他の支出 329,615

臨時収入 -

業務活動収支 696,920

【投資活動収支】

投資活動支出 828,006

公共施設等整備費支出 420,194

基金積立金支出 399,812

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 -

その他の支出 8,000

投資活動収入 288,457

国県等補助金収入 103,147

基金取崩収入 153,244

貸付金元金回収収入 59

資産売却収入 672

その他の収入 31,336

投資活動収支 △ 539,549

【財務活動収支】

財務活動支出 469,721

地方債償還支出 469,721

その他の支出 -

財務活動収入 391,000

地方債発行収入 391,000

その他の収入 -

財務活動収支 △ 78,721

78,650

630,392

709,042

前年度末歳計外現金残高 54,938

本年度歳計外現金増減額 5,534

本年度末歳計外現金残高 60,472

本年度末現金預金残高 769,514

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


