
【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 69,198,943   固定負債 37,274,445

    有形固定資産 63,878,652     地方債等 31,218,486

      事業用資産 28,539,579     長期未払金 755,304

        土地 11,031,325     退職手当引当金 3,682,090

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 43,192,429     その他 1,618,564

        建物減価償却累計額 -26,407,105   流動負債 3,693,937

        工作物 573,964     １年内償還予定地方債等 3,002,429

        工作物減価償却累計額 -26,967     未払金 389,913

        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 245,650

        航空機 -     預り金 55,849

        航空機減価償却累計額 -     その他 95

        その他 - 負債合計 40,968,382

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 175,933   固定資産等形成分 74,749,967

      インフラ資産 34,662,526   余剰分（不足分） -39,168,356

        土地 403,230   他団体出資等分 -

        建物 416,199

        建物減価償却累計額 -157,829

        工作物 61,781,602

        工作物減価償却累計額 -28,985,307

        その他 2,366,512

        その他減価償却累計額 -1,286,319

        建設仮勘定 124,438

      物品 1,619,845

      物品減価償却累計額 -943,299

    無形固定資産 130,588

      ソフトウェア 123,836

      その他 6,752

    投資その他の資産 5,189,704

      投資及び出資金 1,261,895

        有価証券 183,090

        出資金 565,808

        その他 512,997

      長期延滞債権 425,264

      長期貸付金 131,439

      基金 3,622,253

        減債基金 -

        その他 3,622,253

      その他 -

      徴収不能引当金 -251,148

  流動資産 7,351,049

    現金預金 1,585,400

    未収金 213,241

    短期貸付金 25,187

    基金 5,525,836

      財政調整基金 4,056,508

      減債基金 1,469,328

    棚卸資産 8,907

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,523

  繰延資産 - 純資産合計 35,581,611

資産合計 76,549,993 負債及び純資産合計 76,549,993

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 9,966

    その他 279

純行政コスト 23,178,173

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 469,015

  臨時利益 10,245

  臨時損失 601,488

    災害復旧事業費 99,506

    資産除売却損 32,967

    使用料及び手数料 896,588

    その他 500,429

純経常行政コスト 22,586,930

      社会保障給付 2,925,464

      その他 3,717

  経常収益 1,397,018

        その他 224,091

    移転費用 14,054,464

      補助金等 10,748,665

      その他の業務費用 526,724

        支払利息 297,726

        徴収不能引当金繰入額 4,908

        維持補修費 587,617

        減価償却費 2,306,025

        その他 2,008

        その他 273,896

      物件費等 5,971,642

        物件費 3,075,991

        職員給与費 2,879,991

        賞与等引当金繰入額 245,650

        退職手当引当金繰入額 31,582

  経常費用 23,983,948

    業務費用 9,929,484

      人件費 3,431,118

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 45,192,658 81,276,683 -36,084,025 -

  純行政コスト（△） -23,178,173 -23,178,173 -

  財源 23,964,040 23,964,040 -

    税収等 16,821,303 16,821,303 -

    国県等補助金 7,142,737 7,142,737 -

  本年度差額 785,867 785,867 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,372,936 -2,372,936

    有形固定資産等の増加 5,111,627 -5,111,627

    有形固定資産等の減少 -2,338,993 2,338,993

    貸付金・基金等の増加 158,182 -158,182

    貸付金・基金等の減少 -557,881 557,881

  資産評価差額 626,238 626,238

  無償所管換等 -11,553,365 -11,553,365

  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 530,215 2,027,476 -1,497,261

  本年度純資産変動額 -9,611,046 -6,526,716 -3,084,331 -

本年度末純資産残高 35,581,611 74,749,967 -39,168,356 -

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 53,195

本年度歳計外現金増減額 2,654

本年度末歳計外現金残高 55,849

本年度末現金預金残高 1,585,400

財務活動収支 1,162,555

本年度資金収支額 20,238

前年度末資金残高 1,509,313

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,529,551

    地方債等償還支出 3,304,845

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,467,400

    地方債等発行収入 4,467,400

    その他の収入 -

    資産売却収入 14,646

    その他の収入 51,952

投資活動収支 -3,154,617

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,304,845

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,092,673

    国県等補助金収入 1,468,195

    基金取崩収入 532,098

    貸付金元金回収収入 25,783

  投資活動支出 5,247,290

    公共施設等整備費支出 5,079,108

    基金積立金支出 158,182

    投資及び出資金支出 10,000

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 99,506

    その他の支出 3,522

  臨時収入 23,450

業務活動収支 2,012,300

【投資活動収支】

    税収等収入 16,746,839

    国県等補助金収入 5,674,084

    使用料及び手数料収入 918,615

    その他の収入 412,125

  臨時支出 103,028

    移転費用支出 14,054,464

      補助金等支出 10,748,665

      社会保障給付支出 2,925,464

      その他の支出 3,717

  業務収入 23,751,664

    業務費用支出 7,605,323

      人件費支出 3,404,947

      物件費等支出 3,672,278

      支払利息支出 297,726

      その他の支出 230,373

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 21,659,787
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