
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 67,904,651   固定負債 15,285,856

    有形固定資産 59,949,351     地方債等 12,017,799

      事業用資産 33,473,284     長期未払金 -

        土地 21,642,715     退職手当引当金 1,211,470

        立木竹 -     損失補償等引当金 548,742

        建物 27,381,414     その他 1,507,845

        建物減価償却累計額 -17,412,729   流動負債 1,730,358

        工作物 3,055,213     １年内償還予定地方債等 1,334,136

        工作物減価償却累計額 -1,953,627     未払金 139,352

        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 98,291

        航空機 -     預り金 111,726

        航空機減価償却累計額 -     その他 46,854

        その他 - 負債合計 17,016,214

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 760,298   固定資産等形成分 71,306,388

      インフラ資産 25,988,984   余剰分（不足分） -14,694,760

        土地 5,618,961   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 35,291,673

        工作物減価償却累計額 -15,185,816

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 103,940

      物品 1,300,825

      物品減価償却累計額 -813,742

    無形固定資産 81,574

      ソフトウェア 76,289

      その他 5,285

    投資その他の資産 7,873,726

      投資及び出資金 2,455,770

        有価証券 250,911

        出資金 2,204,859

        その他 -

      長期延滞債権 51,674

      長期貸付金 1,532,527

      基金 3,836,563

        減債基金 1,387,724

        その他 2,448,839

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,808

  流動資産 5,723,191

    現金預金 2,234,639

    未収金 67,540

    短期貸付金 48,266

    基金 3,353,471

      財政調整基金 3,353,471

      減債基金 -

    棚卸資産 21,000

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,725

  繰延資産 - 純資産合計 56,611,628

資産合計 73,627,842 負債及び純資産合計 73,627,842

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 1,092

    その他 35,685

純行政コスト 11,663,199

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2

  臨時利益 36,777

  臨時損失 35,657

    災害復旧事業費 35,656

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 1,127,231

    その他 216,801

純経常行政コスト 11,664,318

      社会保障給付 1,522,063

      その他 16,824

  経常収益 1,344,032

        その他 361,705

    移転費用 7,550,034

      補助金等 6,011,147

      その他の業務費用 553,772

        支払利息 187,534

        徴収不能引当金繰入額 4,533

        維持補修費 120,166

        減価償却費 1,460,684

        その他 -

        その他 311,883

      物件費等 3,280,377

        物件費 1,699,526

        職員給与費 1,176,001

        賞与等引当金繰入額 98,291

        退職手当引当金繰入額 37,992

  経常費用 13,008,351

    業務費用 5,458,316

      人件費 1,624,168

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】

会計：全体会計 （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 57,021,939 71,383,755 -14,361,816 -

  純行政コスト（△） -11,663,199 -11,663,199 -

  財源 11,643,952 11,643,952 -

    税収等 8,854,785 8,854,785 -

    国県等補助金 2,789,166 2,789,166 -

  本年度差額 -19,247 -19,247 -

  固定資産等の変動（内部変動） -77,367 77,367

    有形固定資産等の増加 1,356,264 -1,356,264

    有形固定資産等の減少 -1,460,684 1,460,684

    貸付金・基金等の増加 560,930 -560,930

    貸付金・基金等の減少 -533,876 533,876

  資産評価差額 - -

  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 -391,064 - -391,064

  本年度純資産変動額 -410,311 -77,367 -332,944 -

本年度末純資産残高 56,611,628 71,306,388 -14,694,760 -

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】

会計：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 53,640

本年度歳計外現金増減額 58,086

本年度末歳計外現金残高 111,726

本年度末現金預金残高 2,234,639

財務活動収支 238,179

本年度資金収支額 93,920

前年度末資金残高 2,028,994

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,122,914

    地方債等償還支出 1,261,167

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,499,346

    地方債等発行収入 1,499,346

    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 -1,530,377

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,261,167

    その他の支出 -

  投資活動収入 386,817

    国県等補助金収入 104,980

    基金取崩収入 194,740

    貸付金元金回収収入 48,445

  投資活動支出 1,917,193

    公共施設等整備費支出 1,356,264

    基金積立金支出 560,882

    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 752

業務活動収支 1,386,117

【投資活動収支】

    税収等収入 8,626,758

    国県等補助金収入 2,698,854

    使用料及び手数料収入 1,120,354

    その他の収入 216,290

  臨時支出 35,657

    移転費用支出 7,669,351

      補助金等支出 6,130,464

      社会保障給付支出 1,522,063

      その他の支出 16,824

  業務収入 12,662,257

    業務費用支出 3,571,882

      人件費支出 1,582,669

      物件費等支出 1,739,570

      支払利息支出 187,534

      その他の支出 62,110

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 11,241,234


