
【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 6,786,934   固定負債 1,909,445

    有形固定資産 5,826,528     地方債等 1,893,926

      事業用資産 603,674     長期未払金 -

        土地 67,678     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 1,811,190     その他 15,518

        建物減価償却累計額 -1,371,595   流動負債 1,554,979

        工作物 44,714     １年内償還予定地方債等 27,359

        工作物減価償却累計額 -27,216     未払金 1,510,292

        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 15,459

        航空機 -     預り金 1,868

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 6,429,626 負債合計 3,464,423

        その他減価償却累計額 -6,350,724 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 6,786,934

      インフラ資産 5,180,367   余剰分（不足分） -1,012,893

        土地 171,093   他団体出資等分 -

        建物 307,381

        建物減価償却累計額 -131,382

        工作物 4,661,812

        工作物減価償却累計額 -1,100,766

        その他 1,777,320

        その他減価償却累計額 -505,091

        建設仮勘定 -

      物品 282,824

      物品減価償却累計額 -240,337

    無形固定資産 180

      ソフトウェア -

      その他 180

    投資その他の資産 960,226

      投資及び出資金 104,182

        有価証券 101,182

        出資金 3,000

        その他 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 856,044

        減債基金 -

        その他 856,044

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 2,451,530

    現金預金 2,316,838

    未収金 134,660

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 33

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 5,774,042

資産合計 9,238,465 負債及び純資産合計 9,238,465

全体　貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

全体　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 1,487,900

    業務費用 1,243,549

      人件費 278,725

        職員給与費 203,668

        賞与等引当金繰入額 15,459

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 59,598

      物件費等 951,527

        物件費 581,437

        維持補修費 167,104

        減価償却費 201,328

        その他 1,658

      その他の業務費用 13,297

        支払利息 13,051

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 246

    移転費用 244,351

      補助金等 10,615

      社会保障給付 -

      その他 233,736

  経常収益 715,949

    使用料及び手数料 617,534

    その他 98,415

純経常行政コスト 771,951

  臨時損失 0

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    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 771,951



【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 5,871,116 5,790,038 81,077 -

  純行政コスト（△） -771,951 -771,951 -

  財源 675,711 675,711 -

    税収等 663,895 663,895 -

    国県等補助金 11,816 11,816 -

  本年度差額 -96,240 -96,240 -

  固定資産等の変動（内部変動） 997,730 -997,730

    有形固定資産等の増加 1,432,254 -1,432,254

    有形固定資産等の減少 -201,573 201,573

    貸付金・基金等の増加 - -

    貸付金・基金等の減少 -232,951 232,951

  資産評価差額 -834 -834

  無償所管換等 - -

  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 -97,074 996,896 -1,093,970 -

本年度末純資産残高 5,774,042 6,786,934 -1,012,893 -

全体　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）

全体　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 1,286,449

    業務費用支出 1,042,099

      人件費支出 278,877

      物件費等支出 750,170

      支払利息支出 13,051

      その他の支出 -

    移転費用支出 244,351

      補助金等支出 10,615

      社会保障給付支出 -

      その他の支出 233,736

  業務収入 2,333,342

    税収等収入 663,895

    国県等補助金収入 11,092

    使用料及び手数料収入 617,534

    その他の収入 1,040,821

  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 1,046,893

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,432,254

    公共施設等整備費支出 1,432,254

    基金積立金支出 -

    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 433,768

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 232,946

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 200,822

    その他の収入 -

投資活動収支 -998,486

【財務活動収支】

  財務活動支出 29,368

    地方債等償還支出 29,368

    その他の支出 -

  財務活動収入 430,000

    地方債等発行収入 430,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 1,852

本年度歳計外現金増減額 16

本年度末歳計外現金残高 1,868

本年度末現金預金残高 2,316,838

財務活動収支 400,632

本年度資金収支額 449,038

前年度末資金残高 1,865,932

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,314,970


