
【様式第１号】

貸借対照表

（単位： 千円）
科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 14,397,735 固定負債 1,253,990

有形固定資産 12,555,470 地方債 1,253,990
事業用資産 11,923,063 長期未払金 -

土地 1,457,434 退職手当引当金 -
立木竹 7,422,103 損失補償等引当金 -
建物 7,021,888 その他 -
建物減価償却累計額 △ 4,303,274 流動負債 244,841
工作物 194,746 229,630
工作物減価償却累計額 △ 9,874 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 12,135
航空機 - 預り金 3,076
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 負債合計 1,498,832
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 140,040 固定資産等形成分 14,596,444

インフラ資産 564,219 余剰分（不足分） △ 1,333,687
土地 10,254
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 2,871,987
工作物減価償却累計額 △ 2,329,628
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 11,606

物品物品 909,537
物品減価償却累計額 △ 841,349

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 1,842,266
投資及び出資金 26,911

有価証券 41
出資金 26,871
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 84
長期貸付金 -
基金 1,815,271

減債基金 513,426
その他 1,301,845

その他 -
徴収不能引当金 -

流動資産 363,853
現金預金 165,090
未収金 55
短期貸付金 -
基金 198,709

財政調整基金 198,709
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -

徴収不能引当金 - 純資産合計 13,262,757

資産合計 14,761,589 負債及び純資産合計 14,761,589

（平成30年3月31日現在）

1年内償還予定地方債



【様式第２号】

行政コスト計算書

（単位：千円）
科目 金額

経常費用 1,196,535

業務費用 707,980

人件費 25,878

183,082

賞与等引当金繰入額 12,135

退職手当引当金繰入額 △ 194,502

その他 25,163

物件費等 580,818

物件費 307,037

維持補修費 44,044

減価償却費 228,015

その他 1,721

その他の業務費用 101,283

支払利息 6,837

徴収不能引当金繰入額 -

その他 94,446

移転費用 488,555

補助金等 325,241

社会保障給付 49,309

他会計への繰出金 113,546

その他 460

経常収益 83,000

使用料及び手数料 22,305

その他 60,695

純経常行政コスト △ 1,113,535

臨時損失 478

災害復旧事業費 -

資産除売却損 478

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 △ 1,114,013

 自　平成29年4月1日
 至　平成30年3月31日

職員給与費



【様式第３号】

純資産変動計算書

（単位：千円）

科目 合計

前年度末純資産残高 12,956,603 14,494,530 △ 1,537,927
純行政コスト（△） △ 1,114,013 △ 1,114,013
財源 1,395,169 1,395,169

税収等 1,186,337 1,186,337
国県等補助金 208,832 208,832

本年度差額 281,156 281,156
固定資産等の変動（内部変動） 101,914 △ 101,914

有形固定資産等の増加 470,303 △ 470,303
有形固定資産等の減少 △ 228,494 228,494
貸付金・基金等の増加 192,421 △ 192,421
貸付金・基金等の減少 △ 332,316 332,316

資産評価差額 - -
無償所管換等 - -
その他 24,998 - 24,998
本年度純資産変動額 306,154 101,914 204,240

本年度末純資産残高 13,262,757 14,596,444 △ 1,333,687

 自　平成29年4月1日
 至　平成30年3月31日

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



【様式第２号及び第３号（結合）】

行政コスト及び純資産変動計算書

（単位：千円）
科目 金額

経常費用 1,196,535
業務費用 707,980

人件費 25,878 　
職員給与費 183,082
賞与等引当金繰入額 12,135
退職手当引当金繰入額 △ 194,502
その他 25,163

物件費等 580,818
物件費 307,037
維持補修費 44,044
減価償却費 228,015
その他 1,721

その他の業務費用 101,283
支払利息 6,837
徴収不能引当金繰入額 -
その他 94,446

移転費用 488,555
補助金等 325,241
社会保障給付 49,309
他会計への繰出金 113,546
その他 460

経常収益 83,000
使用料及び手数料 22,305
その他 60,695

純経常行政コスト △ 1,113,535
臨時損失 478

災害復旧事業費 -
資産除売却損 478
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 - 金額
その他 - 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

純行政コスト △ 1,114,013 △ 1,114,013
財源 1,395,169 1,395,169

税収等 1,186,337 1,186,337
国県等補助金 208,832 208,832

本年度差額 281,156 281,156
固定資産等の変動（内部変動） 101,914 △ 101,914

有形固定資産等の増加 470,303 △ 470,303
有形固定資産等の減少 △ 228,494 228,494
貸付金・基金等の増加 192,421 △ 192,421
貸付金・基金等の減少 △ 332,316 332,316

資産評価差額 - -
無償所管換等 - -
その他 24,998 - 24,998

本年度純資産変動額 306,154 101,914 204,240
前年度末純資産残高 12,956,603 14,494,530 △ 1,537,927
本年度末純資産残高 13,262,757 14,596,444 △ 1,333,687

 自　平成29年4月1日
 至　平成30年3月31日



【様式第４号】

資金収支計算書

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出 1,162,659

業務費用支出 674,104
人件費支出 220,018
物件費等支出 352,803
支払利息支出 6,837
その他の支出 94,446

移転費用支出 488,555
補助金等支出 325,241
社会保障給付支出 49,309
他会計への繰出支出 113,546
その他の支出 460

業務収入 1,386,690
税収等収入 1,186,277
国県等補助金収入 117,413
使用料及び手数料収入 22,305
その他の収入 60,695

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 224,032
【投資活動収支】

投資活動支出 638,806
公共施設等整備費支出 470,303
基金積立金支出 168,503
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 423,735
国県等補助金収入 91,419
基金取崩収入 332,316
貸付金元金回収収入 -
資産売却収入 -
その他の収入 -

投資活動収支 △ 215,070
【財務活動収支】

財務活動支出 260,047
地方債償還支出 260,047
その他の支出 -

財務活動収入 260,200
地方債発行収入 260,200
その他の収入 -

財務活動収支 153
本年度資金収支額 9,114
前年度末資金残高 152,900
本年度末資金残高 162,014

前年度末歳計外現金残高 3,325
本年度歳計外現金増減額 △ 249
本年度末歳計外現金残高 3,076
本年度末現金預金残高 165,090

 自　平成29年4月1日
 至　平成30年3月31日
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