
一般会計等

財　務　諸　表

（注）各表では、千円未満を四捨五入して表示しているため、合

計額が一致しない場合があります。



【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 69,080,368   固定負債 13,372,105

    有形固定資産 65,618,814     地方債 11,343,617

      事業用資産 25,860,272     長期未払金 -

        土地 12,612,297     退職手当引当金 2,028,487

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 27,581,428     その他 -

        建物減価償却累計額 -15,344,794   流動負債 1,284,037

        工作物 4,557,149     １年内償還予定地方債 1,093,848

        工作物減価償却累計額 -3,550,841     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 116,004

        航空機 -     預り金 74,185

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,656,141

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 5,033   固定資産等形成分 71,237,993

      インフラ資産 39,198,052   余剰分（不足分） -13,719,688

        土地 2,901,183

        建物 882,776

        建物減価償却累計額 -819,733

        工作物 137,526,948

        工作物減価償却累計額 -101,524,558

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 231,436

      物品 2,427,526

      物品減価償却累計額 -1,867,036

    無形固定資産 39,255

      ソフトウェア -

      その他 39,255

    投資その他の資産 3,422,299

      投資及び出資金 312,747

        有価証券 37,309

        出資金 275,437

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 31,676

      長期貸付金 36,340

      基金 3,044,653

        減債基金 -

        その他 3,044,653

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,116

  流動資産 3,094,079

    現金預金 924,612

    未収金 12,245

    短期貸付金 -

    基金 2,157,625

      財政調整基金 1,544,396

      減債基金 613,229

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -403 純資産合計 57,518,305

資産合計 72,174,447 負債及び純資産合計 72,174,447

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【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 13,279,494

    業務費用 8,621,172

      人件費 1,819,378

        職員給与費 1,465,145

        賞与等引当金繰入額 116,004

        退職手当引当金繰入額 89,469

        その他 148,760

      物件費等 6,701,301

        物件費 3,789,611

        維持補修費 227,215

        減価償却費 2,677,102

        その他 7,374

      その他の業務費用 100,492

        支払利息 44,268

        徴収不能引当金繰入額 10,565

        その他 45,659

    移転費用 4,658,322

      補助金等 1,946,628

      社会保障給付 1,121,833

      他会計への繰出金 1,583,634

      その他 6,228

  経常収益 594,888

    使用料及び手数料 363,747

    その他 231,142

純経常行政コスト 12,684,606

  臨時損失 87,735

    災害復旧事業費 64,887

    資産除売却損 22,849

    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 12,736,493

    その他 -

  臨時利益 35,848

    資産売却益 35,848



【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 58,442,462 72,115,940 -13,673,478

  純行政コスト（△） -12,736,493 -12,736,493

  財源 11,384,642 11,384,642

    税収等 9,870,453 9,870,453

    国県等補助金 1,514,189 1,514,189

  本年度差額 -1,351,851 -1,351,851

  固定資産等の変動（内部変動） -1,305,641 1,305,641

    有形固定資産等の増加 1,182,276 -1,182,276

    有形固定資産等の減少 -2,682,508 2,682,508

    貸付金・基金等の増加 1,863,644 -1,863,644

    貸付金・基金等の減少 -1,669,052 1,669,052

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 427,694 427,694

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -924,157 -877,947 -46,210

本年度末純資産残高 57,518,305 71,237,993 -13,719,688

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】

（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 10,678,307

    業務費用支出 6,019,984

      人件費支出 1,884,005

      物件費等支出 4,049,529

      支払利息支出 44,268

      その他の支出 42,182

    移転費用支出 4,658,322

      補助金等支出 1,946,628

      社会保障給付支出 1,121,833

      他会計への繰出支出 1,583,634

      その他の支出 6,228

  業務収入 11,720,749

    税収等収入 9,872,181

    国県等補助金収入 1,254,345

    使用料及び手数料収入 363,398

    その他の収入 230,825

  臨時支出 64,887

    災害復旧事業費支出 64,887

    その他の支出 -

  臨時収入 74,040

業務活動収支 1,051,596

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,039,328

    公共施設等整備費支出 1,224,616

    基金積立金支出 1,177,528

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 637,185

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,838,511

    国県等補助金収入 185,804

    基金取崩収入 993,208

    貸付金元金回収収入 619,240

    資産売却収入 40,259

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,200,817

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,047,075

    地方債償還支出 1,047,075

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,238,000

    地方債発行収入 1,238,000

前年度末歳計外現金残高 69,423

本年度歳計外現金増減額 4,762

本年度末歳計外現金残高 74,185

本年度末現金預金残高 924,612

    その他の収入 -

財務活動収支 190,925

本年度資金収支額 41,704

前年度末資金残高 808,723

本年度末資金残高 850,427


