
【様式第１号】

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 29,762,659 ※ 固定負債 17,271,547 ※

有形固定資産 26,131,081 ※ 地方債 15,407,672
事業用資産 20,450,357 長期未払金 -

土地 9,339,982 退職手当引当金 1,767,075
立木竹 - 損失補償等引当金 79,363
建物 27,812,031 その他 17,436
建物減価償却累計額 △ 16,780,249 流動負債 2,260,681
工作物 113,066 1年内償還予定地方債 1,767,032
工作物減価償却累計額 △ 34,473 未払金 -
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 314,916
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 178,733
その他 - 19,532,228
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 0 固定資産等形成分 29,394,821

インフラ資産 5,402,070 ※ 余剰分（不足分） △ 14,041,591
土地 1,798,870
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 6,509,848
工作物減価償却累計額 △ 3,623,795
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 717,146

物品 795,741
物品減価償却累計額 △ 517,087

無形固定資産 643,788
ソフトウェア 2,636
その他 641,152

投資その他の資産 2,987,790
投資及び出資金 1,825,837

有価証券 500
出資金 1,825,337
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 1,147,724
長期貸付金 -
基金 90,248

減債基金 -
その他 90,248

その他 -
徴収不能引当金 △ 76,019

流動資産 5,122,798 ※

現金預金 2,352,742
未収金 255,851
短期貸付金 0
基金 2,529,703

財政調整基金 2,407,400
減債基金 122,303

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 15,499 15,353,229 ※

34,885,457 34,885,457

※ 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

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 18,346,291 ※

業務費用 8,828,329 ※

人件費 3,882,565 ※

職員給与費 3,398,725
賞与等引当金繰入額 314,916
退職手当引当金繰入額 -
その他 168,923

物件費等 4,521,993 ※

物件費 3,285,458
維持補修費 358,869
減価償却費 871,196
その他 6,469

その他の業務費用 423,771
支払利息 137,588
徴収不能引当金繰入額 90,928
その他 195,255

移転費用 9,517,962
補助金等 3,048,203
社会保障給付 4,886,801
他会計への繰出金 1,572,808
その他 10,150

経常収益 933,370
使用料及び手数料 290,594
その他 642,776

純経常行政コスト 17,412,921
臨時損失 25,019

災害復旧事業費 -
資産除売却損 0
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 25,019

臨時利益 2,052
資産売却益 2,037
その他 15

純行政コスト 17,435,889 ※

※ 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 14,445,905 28,864,534 △ 14,418,629

純行政コスト（△） △ 17,435,889 △ 17,435,889

財源 18,343,213 18,343,213

税収等 13,202,928 13,202,928

国県等補助金 5,140,285 5,140,285

本年度差額 907,325 ※ 907,325 ※

固定資産等の変動（内部変動） 530,287 △ 530,287

有形固定資産等の増加 1,022,963 △ 1,022,963

有形固定資産等の減少 △ 880,157 880,157

貸付金・基金等の増加 640,986 △ 640,986

貸付金・基金等の減少 △ 253,505 253,505

資産評価差額 - -

無償所管換等 0 0

その他 - - -

本年度純資産変動額 907,325 530,287 377,038

本年度末純資産残高 15,353,229 ※ 29,394,821 △ 14,041,591

※ 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 17,321,803

業務費用支出 7,844,896
人件費支出 3,876,415
物件費等支出 3,654,226
支払利息支出 137,588
その他の支出 176,667

移転費用支出 9,476,907
補助金等支出 3,007,148
社会保障給付支出 4,886,801
他会計への繰出支出 1,572,808
その他の支出 10,150

業務収入 19,268,280
税収等収入 13,276,261
国県等補助金収入 5,105,740
使用料及び手数料収入 290,387
その他の収入 595,892

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 1,946,477
【投資活動収支】

投資活動支出 1,699,846
公共施設等整備費支出 1,014,002
基金積立金支出 605,986
投資及び出資金支出 44,858
貸付金支出 35,000
その他の支出 -

投資活動収入 525,009
国県等補助金収入 269,467
基金取崩収入 218,505
貸付金元金回収収入 35,000
資産売却収入 2,037
その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,174,837
【財務活動収支】

財務活動支出 1,803,315
地方債償還支出 1,803,315
その他の支出 -

財務活動収入 1,572,800
地方債発行収入 1,572,800
その他の収入 -

財務活動収支 △ 230,515
541,126 ※

1,615,447
2,156,573

前年度末歳計外現金残高 196,531
本年度歳計外現金増減額 △ 361
本年度末歳計外現金残高 196,169 ※

本年度末現金預金残高 2,352,742

※ 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


