
【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 73,574,410   固定負債 18,024,764

    有形固定資産 67,227,773     地方債等 14,417,205

      事業用資産 40,562,964     長期未払金 -

        土地 25,078,553     退職手当引当金 1,505,875

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 34,818,380     その他 2,101,684

        建物減価償却累計額 -21,299,503   流動負債 2,750,415

        工作物 3,444,053     １年内償還予定地方債等 2,144,264

        工作物減価償却累計額 -2,239,539     未払金 238,420

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 48,026

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 117,897

        航空機 -     預り金 114,790

        航空機減価償却累計額 -     その他 87,018

        その他 - 負債合計 20,775,179

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 761,021   固定資産等形成分 77,070,784

      インフラ資産 26,058,704   余剰分（不足分） -15,918,807

        土地 5,634,613   他団体出資等分 -

        建物 533,636

        建物減価償却累計額 -373,410

        工作物 35,319,726

        工作物減価償却累計額 -15,193,972

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 138,112

      物品 1,705,782

      物品減価償却累計額 -1,099,677

    無形固定資産 83,767

      ソフトウェア 78,350

      その他 5,417

    投資その他の資産 6,262,870

      投資及び出資金 268,829

        有価証券 250,911

        出資金 17,909

        その他 9

      長期延滞債権 51,827

      長期貸付金 1,532,527

      基金 4,338,030

        減債基金 1,387,724

        その他 2,950,306

      その他 74,485

      徴収不能引当金 -2,828

  流動資産 8,352,745

    現金預金 4,003,966

    未収金 125,415

    短期貸付金 49,196

    基金 3,447,177

      財政調整基金 3,447,177

      減債基金 -

    棚卸資産 701,473

    その他 27,530

    徴収不能引当金 -2,012

  繰延資産 - 純資産合計 61,151,977

資産合計 81,927,156 負債及び純資産合計 81,927,156

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 1,092

    その他 35,975

純行政コスト 13,842,398

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 280

  臨時利益 37,067

  臨時損失 36,502

    災害復旧事業費 35,656

    資産除売却損 566

    使用料及び手数料 1,200,004

    その他 1,078,798

純経常行政コスト 13,842,964

      社会保障給付 4,230,377

      その他 111,459

  経常収益 2,278,802

        その他 431,782

    移転費用 9,222,442

      補助金等 4,880,606

      その他の業務費用 631,576

        支払利息 195,170

        徴収不能引当金繰入額 4,625

        維持補修費 186,047

        減価償却費 1,724,023

        その他 34,991

        その他 323,849

      物件費等 4,353,575

        物件費 2,408,515

        職員給与費 1,432,964

        賞与等引当金繰入額 117,897

        退職手当引当金繰入額 39,462

  経常費用 16,121,766

    業務費用 6,899,324

      人件費 1,914,173

連結行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【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 61,519,612 76,597,767 -15,078,155 -

  純行政コスト（△） -13,842,398 -13,842,398 -

  財源 13,905,567 13,905,567 -

    税収等 9,996,208 9,996,208 -

    国県等補助金 3,909,359 3,909,359 -

  本年度差額 63,169 63,169 -

  固定資産等の変動（内部変動） -216,544 216,544

    有形固定資産等の増加 1,412,472 -1,412,472

    有形固定資産等の減少 -1,724,589 1,724,589

    貸付金・基金等の増加 579,574 -579,574

    貸付金・基金等の減少 -484,001 484,001

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 46 46

  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 -40,244 92,056 -132,300 -

  その他 -391,247 597,459 -988,706

  本年度純資産変動額 -368,277 473,017 -841,294 -

本年度末純資産残高 61,151,977 77,070,784 -15,918,807 -

連結純資産変動計算書
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）

前年度末歳計外現金残高 62,826

本年度歳計外現金増減額 50,454

本年度末歳計外現金残高 113,281

本年度末現金預金残高 4,003,966

財務活動収支 -13,571

本年度資金収支額 127,714

前年度末資金残高 3,761,146

比例連結割合変更に伴う差額 1,826

本年度末資金残高 3,890,685

    地方債等償還支出 2,108,366

    その他の支出 3,411

  財務活動収入 2,098,206

    地方債等発行収入 2,098,206

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,092

    その他の収入 37,560

投資活動収支 -1,591,425

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,111,777

    その他の支出 -

  投資活動収入 400,621

    国県等補助金収入 104,980

    基金取崩収入 208,464

    貸付金元金回収収入 48,525

  投資活動支出 1,992,045

    公共施設等整備費支出 1,412,472

    基金積立金支出 579,525

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 48

    災害復旧事業費支出 35,656

    その他の支出 2

  臨時収入 3,084

業務活動収支 1,732,709

【投資活動収支】

    税収等収入 9,768,181

    国県等補助金収入 3,816,715

    使用料及び手数料収入 1,193,127

    その他の収入 1,067,776

  臨時支出 35,657

    移転費用支出 9,349,457

      補助金等支出 4,999,923

      社会保障給付支出 4,230,377

      その他の支出 119,157

  業務収入 15,845,799

    業務費用支出 4,731,060

      人件費支出 1,872,039

      物件費等支出 2,542,420

      支払利息支出 195,071

      その他の支出 121,530

連結資金収支計算書
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 14,080,517


