
全体会計等 【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 258,715,043   固定負債 45,155,966

    有形固定資産 251,286,215     地方債等 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等 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 264,552,080

      インフラ資産 87,846,161   余剰分（不足分） -45,912,037

        土地 58,386,407   他団体出資等分 -

        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 7,301,712

      投資及び出資金 512,595

        有価証券 82,970

        出資金 429,625

        その他 -

      長期延滞債権 1,370,334

      長期貸付金 5,796

      基金 5,585,189

        減債基金 -

        その他 5,585,189

      その他 -

      徴収不能引当金 -172,202

  流動資産 9,828,338

    現金預金 3,504,275

    未収金 577,473

    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 -90,448

  繰延資産 - 純資産合計 218,640,043

資産合計 268,543,381 負債及び純資産合計 268,543,381

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



全体会計等 【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 85,701,468

    業務費用 32,767,913

      人件費 13,881,768

        職員給与費 11,143,922

        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 1,272,120

      物件費等 17,393,800

        物件費 12,936,504

        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 1,492,344

        支払利息 382,191

        徴収不能引当金繰入額 255,603

        その他 854,550

    移転費用 52,933,555

      補助金等 41,123,883

      社会保障給付 11,767,423

      その他 42,248

  経常収益 2,038,573

    使用料及び手数料 1,833,465

    その他 205,108

純経常行政コスト 83,662,895

  臨時損失 133,929

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 117,929

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 16,000

  臨時利益 20,034

    資産売却益 20,034

    その他 -

純行政コスト 83,776,790



全体会計等 【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 227,551,081 262,758,376 -35,207,295 -

  純行政コスト（△） -83,776,790 -83,776,790 -

  財源 82,812,629 82,812,629 -

    税収等 63,344,998 63,344,998 -

    国県等補助金 19,467,631 19,467,631 -

  本年度差額 -964,161 -964,161 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,597,927 -1,597,927

    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 4,996,118 -4,996,118

    貸付金・基金等の減少 -3,131,875 3,131,875

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 195,778 195,778

  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 -8,142,654 - -8,142,654

  本年度純資産変動額 -8,911,037 1,793,705 -10,704,742 -

本年度末純資産残高 218,640,043 264,552,080 -45,912,037 -

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



全体会計等 【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 80,453,838

    業務費用支出 27,520,283

      人件費支出 13,134,751

      物件費等支出 13,333,858

      支払利息支出 382,191

      その他の支出 669,483

    移転費用支出 52,933,555

      補助金等支出 41,123,883

      社会保障給付支出 11,767,423

      その他の支出 42,248

  業務収入 83,849,779

    税収等収入 63,147,148

    国県等補助金収入 18,694,469

    使用料及び手数料収入 1,243,967

    その他の収入 764,196

  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 3,680,188

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,803,982

    公共施設等整備費支出 4,194,696

    基金積立金支出 2,047,244

    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 -5,098,377

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,911,386

    地方債等償還支出 3,886,128

    その他の支出 25,259

  財務活動収入 4,437,931

    地方債等発行収入 4,437,931

    その他の収入 -

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 3,504,275

財務活動収支 526,545

本年度資金収支額 -891,645

前年度末資金残高 4,395,919

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,504,275


