
【様式第１号】

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 39,924,316 固定負債 24,240,822 ※

有形固定資産 35,862,201 地方債等 21,013,973
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 1,943,074
立木竹 - 損失補償等引当金 79,363
建物 27,812,031 その他 1,204,411
建物減価償却累計額 △ 16,780,249 流動負債 3,587,703
工作物 113,066 1年内償還予定地方債等 2,679,899
工作物減価償却累計額 △ 34,473 未払金 67,540
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 328,125
航空機 - 預り金 -
航空機減価償却累計額 - その他 512,139
その他 - 27,828,525
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 39,295,656
インフラ資産 14,212,345 余剰分（不足分） △ 20,342,919
土地 1,944,039
建物 1,072,409
建物減価償却累計額 △ 386,015
工作物 22,055,394
工作物減価償却累計額 △ 11,222,159
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 748,677
物品 3,857,179
物品減価償却累計額 △ 2,657,680
無形固定資産 644,255
ソフトウェア 3,103
その他 641,152
投資その他の資産 3,417,860
投資及び出資金 833,918
有価証券 500
出資金 833,418
その他 -
投資損失引当金 -
長期延滞債権 2,518,036
長期貸付金 -
基金 260,937
減債基金 -
その他 260,937
その他 -
徴収不能引当金 △ 195,031

流動資産 6,856,945 ※

現金預金 3,405,808
未収金 731,617
短期貸付金 -
基金 2,764,894
財政調整基金 2,642,591
減債基金 122,303
棚卸資産 7,712
その他 -
徴収不能引当金 △ 53,087
繰延資産 - 18,952,736 ※

46,781,261 46,781,261

※ 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 33,206,691 ※

業務費用 10,453,422 ※

人件費 4,022,039
職員給与費 3,505,275
賞与等引当金繰入額 326,109
退職手当引当金繰入額 -
その他 190,655
物件費等 5,728,113 ※

物件費 4,036,807
維持補修費 435,376
減価償却費 1,249,040
その他 6,891
その他の業務費用 703,269
支払利息 190,303
徴収不能引当金繰入額 244,481
その他 268,485

移転費用 22,753,270 ※

補助金等 17,756,451
社会保障給付 4,889,255
他会計への繰出金 -
その他 107,563

経常収益 2,336,122 ※

使用料及び手数料 1,281,307
その他 1,054,814

純経常行政コスト 30,870,570 ※

臨時損失 40,170
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 40,170
臨時利益 4,249
資産売却益 2,037
その他 2,212

純行政コスト 30,906,491 ※

※ 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 17,232,145 38,959,790 △ 21,727,645

純行政コスト（△） △ 30,906,491 △ 30,906,491

財源 32,627,082 32,627,082

税収等 23,089,554 23,089,554

国県等補助金 9,537,528 9,537,528

本年度差額 1,720,591 1,720,591

固定資産等の変動（内部変動） 335,865 △ 335,865

有形固定資産等の増加 1,274,519 △ 1,274,519

有形固定資産等の減少 △ 1,326,135 1,326,135

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 1,720,591 335,865 1,384,726

本年度末純資産残高 18,952,736 39,295,656 ※ △ 20,342,919

※ 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 32,581,472
業務費用支出 9,864,357
人件費支出 4,015,389
物件費等支出 4,678,165
支払利息支出 190,303
その他の支出 980,500
移転費用支出 22,717,115
補助金等支出 17,720,297
社会保障給付支出 4,889,255
他会計への繰出支出 0
その他の支出 107,563

業務収入 35,849,581 ※

税収等収入 23,151,170
国県等補助金収入 9,474,556
使用料及び手数料収入 1,282,439
その他の収入 1,941,415
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 3,268,109
【投資活動収支】
投資活動支出 2,092,138
公共施設等整備費支出 1,188,998
基金積立金支出 841,177
投資及び出資金支出 26,963
貸付金支出 35,000
その他の支出 -
投資活動収入 566,630
国県等補助金収入 311,087
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 △ 1,525,508
【財務活動収支】
財務活動支出 2,652,229
地方債償還支出 2,652,229
その他の支出 -
財務活動収入 1,778,800
地方債発行収入 1,778,800
その他の収入 -

財務活動収支 △ 873,429
869,172

2,340,467
3,209,639

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 3,405,808

※ 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。

本年度資金収支額
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


