
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 21,154,611   固定負債 12,571,871

    有形固定資産 18,378,944     地方債等 11,183,011

      事業用資産 10,702,159     長期未払金 -

        土地 2,956,221     退職手当引当金 1,388,860

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,389,470

        建物 26,333,411     １年内償還予定地方債等 1,264,191

        建物減価償却累計額 -18,603,913     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 58,386     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -41,946     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 83,236

        船舶 -     預り金 42,043

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,961,341

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 23,127,063

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -13,764,429

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 7,501,298

        土地 395,290

        土地減損損失累計額 -

        建物 4,721,695

        建物減価償却累計額 -2,921,209

        建物減損損失累計額 -

        工作物 18,772,498

        工作物減価償却累計額 -13,466,976

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,953,488

      物品減価償却累計額 -1,778,001

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,775,667

      投資及び出資金 663,228

        有価証券 43,859

        出資金 65,681

        その他 553,687

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 129,147

      長期貸付金 -

      基金 1,995,006

        減債基金 -

        その他 1,995,006

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,714

  流動資産 2,169,364

    現金預金 167,670

    未収金 32,159

    短期貸付金 -

    基金 1,972,452

      財政調整基金 1,546,531

      減債基金 425,921

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,917

  繰延資産 - 純資産合計 9,362,634

資産合計 23,323,975 負債及び純資産合計 23,323,975

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：千円）

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

  経常費用 10,880,106

    業務費用 6,059,349

      人件費 1,234,740

        職員給与費 1,296,611

        賞与等引当金繰入額 -11,013

        退職手当引当金繰入額 -141,350

        その他 90,492

      物件費等 4,681,781

        物件費 1,933,843

        維持補修費 1,673,771

        減価償却費 1,074,167

        その他 -

      その他の業務費用 142,828

        支払利息 85,464

        徴収不能引当金繰入額 16,371

        その他 40,993

    移転費用 4,820,757

      補助金等 2,849,397

      社会保障給付 874,447

      他会計への繰出金 1,086,294

      その他 10,618

  経常収益 254,424

    使用料及び手数料 112,610

    その他 141,814

純経常行政コスト 10,625,682

  臨時損失 68,833

    災害復旧事業費 66,209

    資産除売却損 2,624

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 10,694,440

    その他 -

  臨時利益 75

    資産売却益 75



【様式第3号】

会計：一般会計等 （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 9,817,352 23,952,971 -14,135,618 -

  純行政コスト（△） -10,694,440 -10,694,440 -

  財源 9,904,526 9,904,526 -

    税収等 7,026,185 7,026,185 -

    国県等補助金 2,878,342 2,878,342 -

  本年度差額 -789,913 -789,913 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,161,103 1,161,103

    有形固定資産等の増加 162,614 -162,614

    有形固定資産等の減少 -1,074,167 1,074,167

    貸付金・基金等の増加 945,162 -945,162

    貸付金・基金等の減少 -1,194,711 1,194,711

  資産評価差額 -661 -661

  無償所管換等 335,856 335,856

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -454,718 -825,908 371,190 -

本年度末純資産残高 9,362,634 23,127,063 -13,764,429 -

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】

会計：一般会計等 （単位：千円）

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 9,941,931

    業務費用支出 5,121,174

      人件費支出 1,387,103

      物件費等支出 3,626,275

      支払利息支出 85,464

      その他の支出 22,332

    移転費用支出 4,820,757

      補助金等支出 2,849,397

      社会保障給付支出 874,447

      他会計への繰出支出 1,086,294

      その他の支出 10,618

  業務収入 10,038,813

    税収等収入 7,026,066

    国県等補助金収入 2,758,275

    使用料及び手数料収入 112,657

    その他の収入 141,814

  臨時支出 68,833

    災害復旧事業費支出 66,209

    その他の支出 2,624

  臨時収入 -

業務活動収支 28,049

【投資活動収支】

  投資活動支出 966,372

    公共施設等整備費支出 162,614

    基金積立金支出 802,789

    投資及び出資金支出 720

    貸付金支出 250

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,159,461

    国県等補助金収入 120,067

    基金取崩収入 1,039,069

    貸付金元金回収収入 250

    資産売却収入 75

    その他の収入 -

投資活動収支 193,089

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,259,889

    地方債等償還支出 1,259,889

    その他の支出 -

  財務活動収入 962,900

    地方債等発行収入 962,900

    その他の収入 -

財務活動収支 -296,989

本年度資金収支額 -75,851

前年度末資金残高 201,478

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 125,627

前年度末歳計外現金残高 53,650

本年度歳計外現金増減額 -11,606

本年度末歳計外現金残高 42,043

本年度末現金預金残高 167,670


