
一般会計等 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 48,842,369 固定負債 3,989,605

有形固定資産 46,980,504 地方債 2,753,902
事業用資産 10,607,097 長期未払金 -

土地 6,002,892 退職手当引当金 1,225,952
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 12,660,109 その他 9,751
建物減価償却累計額 △ 8,937,989 流動負債 583,621
工作物 1,429,696 1年内償還予定地方債 451,152
工作物減価償却累計額 △ 961,565 未払金 -
船舶 6,387 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 6,387 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 78,683
航空機 - 預り金 44,681
航空機減価償却累計額 - その他 9,106
その他 - 4,573,226
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 148,211 固定資産等形成分 49,678,084

インフラ資産 36,208,440 余剰分（不足分） △ 4,173,586
土地 957,819
建物 249,381
建物減価償却累計額 △ 197,907
工作物 90,620,295
工作物減価償却累計額 △ 55,501,190
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 80,043

物品 625,247
物品減価償却累計額 △ 460,280

無形固定資産 6,797
ソフトウェア 6,684
その他 113

投資その他の資産 1,855,068
投資及び出資金 383,238

有価証券 12,620
出資金 370,618
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 39,791
長期貸付金 -
基金 1,433,488

減債基金 74,816
その他 1,358,672

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,448

流動資産 1,235,355
現金預金 385,114
未収金 15,028
短期貸付金 -
基金 835,715

財政調整基金 835,715
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 501 45,504,498

50,077,724 50,077,724
純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



一般会計等 （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

1,428

107,636

1

107,636

6,513,214

-

512,161

603,519

12,079

307,433

114,556

192,877

6,613,381

7,470

-

6,042

-

947,514

128,513

3,643,647

1,215,465

171,524

2,254,317

2,341

43,299

19,512

837

22,950

2,075,272

-

【様式第２号】

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

6,920,814

4,845,542

1,158,596

951,400

78,683



一般会計等 （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 50,741,491 △ 4,381,580

純行政コスト（△） 6,513,214

財源 5,113,353

税収等 4,217,408

国県等補助金 895,945

本年度差額 △ 1,399,862

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,610,846 1,610,846

有形固定資産等の増加 581,326 △ 581,326

有形固定資産等の減少 △ 2,260,359 2,260,359

貸付金・基金等の増加 319,784 △ 319,784

貸付金・基金等の減少 △ 251,596 251,596

資産評価差額 704

無償所管換等 543,759

その他 2,977 △ 2,990

本年度純資産変動額 △ 1,063,407 207,994

本年度末純資産残高 49,678,084 △ 4,173,586

543,759

△ 14

△ 855,413

45,504,498

704

△ 1,399,862

【様式第３号】

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

46,359,911

6,513,214

5,113,353

4,217,408

895,945



【様式第4号】

一般会計等 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 4,664,062

業務費用支出 2,588,743

人件費支出 1,155,617

物件費等支出 1,399,122

支払利息支出 19,512

その他の支出 14,492

移転費用支出 2,075,319

補助金等支出 947,514

社会保障給付支出 512,161

他会計への繰出支出 603,519

その他の支出 12,125

業務収入 5,241,135

税収等収入 4,211,338

国県等補助金収入 732,136

使用料及び手数料収入 113,595

その他の収入 184,066

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 577,073

【投資活動収支】

投資活動支出 901,110

公共施設等整備費支出 581,326

基金積立金支出 266,403

投資及び出資金支出 23,381

貸付金支出 30,000

その他の支出 -

投資活動収入 522,996

国県等補助金収入 163,810

基金取崩収入 216,550

貸付金元金回収収入 30,000

資産売却収入 5,001

その他の収入 107,636

投資活動収支 △ 378,114

【財務活動収支】

財務活動支出 497,303

地方債償還支出 486,387

その他の支出 10,917

財務活動収入 377,576

地方債発行収入 377,576

その他の収入 -

財務活動収支 △ 119,727

79,232

261,201

340,433

前年度末歳計外現金残高 44,638

本年度歳計外現金増減額 43

本年度末歳計外現金残高 44,681

本年度末現金預金残高 385,114

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


