
一般会計等 【様式第1号】

（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 257,200,232   固定負債 45,155,966

    有形固定資産 251,286,215     地方債 35,806,486

      事業用資産 159,217,664     長期未払金 -

        土地 121,194,037     退職手当引当金 9,210,598

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 90,884,020     その他 138,882

        建物減価償却累計額 -53,636,803   流動負債 4,747,372

        工作物 449,363     １年内償還予定地方債 3,927,219

        工作物減価償却累計額 -29,930     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 779,117

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 41,035

        その他 - 負債合計 49,903,337

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 356,978   固定資産等形成分 263,037,270

      インフラ資産 87,846,161   余剰分（不足分） -47,544,497

        土地 58,386,407

        建物 27,367,024

        建物減価償却累計額 -18,266,353

        工作物 45,872,869

        工作物減価償却累計額 -25,513,786

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 6,003,549

      物品減価償却累計額 -1,781,159

    無形固定資産 127,116

      ソフトウェア 127,116

      その他 -

    投資その他の資産 5,786,901

      投資及び出資金 512,595

        有価証券 82,970

        出資金 429,625

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,034,296

      長期貸付金 5,796

      基金 4,324,078

        減債基金 -

        その他 4,324,078

      その他 -

      徴収不能引当金 -89,864

  流動資産 8,195,878

    現金預金 2,064,510

    未収金 322,165

    短期貸付金 -

    基金 5,837,038

      財政調整基金 5,837,038

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -27,835 純資産合計 215,492,773

資産合計 265,396,110 負債及び純資産合計 265,396,110

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



一般会計等 【様式第2号】

（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 53,202,549

    業務費用 31,039,569

      人件費 13,516,857

        職員給与費 10,846,064

        賞与等引当金繰入額 779,117

        退職手当引当金繰入額 686,609

        その他 1,205,067

      物件費等 16,564,924

        物件費 12,107,627

        維持補修費 397,353

        減価償却費 4,059,943

        その他 -

      その他の業務費用 957,788

        支払利息 382,191

        徴収不能引当金繰入額 111,404

        その他 464,193

    移転費用 22,162,980

      補助金等 1,796,342

      社会保障給付 11,767,423

      他会計への繰出金 8,556,973

      その他 42,242

  経常収益 1,985,672

    使用料及び手数料 1,833,465

    その他 152,207

純経常行政コスト 51,216,877

  臨時損失 133,929

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 117,929

    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 51,330,772

    その他 16,000

  臨時利益 20,034

    資産売却益 20,034



一般会計等 【様式第3号】

（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 224,420,144 261,367,965 -36,947,820

  純行政コスト（△） -51,330,772 -51,330,772

  財源 50,350,277 50,350,277

    税収等 40,749,061 40,749,061

    国県等補助金 9,601,215 9,601,215

  本年度差額 -980,495 -980,495

  固定資産等の変動（内部変動） 1,473,528 -1,473,528

    有形固定資産等の増加 4,194,696 -4,194,696

    有形固定資産等の減少 -4,461,011 4,461,011

    貸付金・基金等の増加 4,120,667 -4,120,667

    貸付金・基金等の減少 -2,380,823 2,380,823

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 195,778 195,778

  その他 -8,142,654 - -8,142,654

  本年度純資産変動額 -8,927,372 1,669,305 -10,596,677

本年度末純資産残高 215,492,773 263,037,270 -47,544,497

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



一般会計等 【様式第4号】

（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 48,283,959

    業務費用支出 26,120,978

      人件費支出 12,769,840

      物件費等支出 12,504,981

      支払利息支出 382,191

      その他の支出 463,967

    移転費用支出 22,162,980

      補助金等支出 1,796,342

      社会保障給付支出 11,767,423

      他会計への繰出支出 8,556,973

      その他の支出 42,242

  業務収入 51,434,124

    税収等収入 40,651,297

    国県等補助金収入 8,828,053

    使用料及び手数料収入 1,243,967

    その他の収入 710,808

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 284,246

業務活動収支 3,434,412

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,482,100

    公共施設等整備費支出 4,194,696

    基金積立金支出 1,725,361

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,562,043

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,705,605

    国県等補助金収入 488,916

    基金取崩収入 634,612

    貸付金元金回収収入 1,562,043

    資産売却収入 20,034

    その他の収入 -

投資活動収支 -4,776,495

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,911,386

    地方債償還支出 3,886,128

    その他の支出 25,259

  財務活動収入 4,437,931

    地方債発行収入 4,437,931

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 2,064,510

    その他の収入 -

財務活動収支 526,545

本年度資金収支額 -815,538

前年度末資金残高 2,880,048

本年度末資金残高 2,064,510


