
【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 73,760,893   固定負債 37,958,987

    有形固定資産 67,136,491     地方債等 31,241,668

      事業用資産 31,737,779     長期未払金 761,523

        土地 11,779,887     退職手当引当金 4,335,400

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 46,124,065     その他 1,620,395

        建物減価償却累計額 -28,035,772   流動負債 3,834,000

        工作物 6,384,394     １年内償還予定地方債等 3,015,263

        工作物減価償却累計額 -4,690,728     未払金 430,565

        船舶 -     未払費用 27,266

        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 302,083

        航空機 -     預り金 58,076

        航空機減価償却累計額 -     その他 747

        その他 - 負債合計 41,792,986

        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 79,413,366

      インフラ資産 34,662,526   余剰分（不足分） -39,274,289

        土地 403,230   他団体出資等分 5,302

        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 2,064,328

      物品減価償却累計額 -1,328,143

    無形固定資産 131,577

      ソフトウェア 124,298

      その他 7,279

    投資その他の資産 6,492,825

      投資及び出資金 1,262,030

        有価証券 183,090

        出資金 565,943

        その他 512,997

      長期延滞債権 425,516

      長期貸付金 131,439

      基金 4,924,581

        減債基金 -

        その他 4,924,581

      その他 407

      徴収不能引当金 -251,148

  流動資産 8,176,473

    現金預金 2,217,490

    未収金 294,238

    短期貸付金 25,187

    基金 5,627,286

      財政調整基金 4,157,958

      減債基金 1,469,328

    棚卸資産 17,452

    その他 2,342

    徴収不能引当金 -7,523

  繰延資産 - 純資産合計 40,144,379

資産合計 81,937,365 負債及び純資産合計 81,937,365

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 10,434

    その他 601,319

純行政コスト 27,326,742

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 516,995

  臨時利益 611,753

  臨時損失 654,055

    災害復旧事業費 99,506

    資産除売却損 37,554

    使用料及び手数料 966,525

    その他 884,180

純経常行政コスト 27,284,440

      社会保障給付 2,959,209

      その他 24,322

  経常収益 1,850,704

        その他 354,411

    移転費用 17,099,153

      補助金等 13,739,003

      その他の業務費用 657,712

        支払利息 298,393

        徴収不能引当金繰入額 4,908

        維持補修費 770,405

        減価償却費 2,532,685

        その他 48,015

        その他 317,063

      物件費等 6,890,393

        物件費 3,539,287

        職員給与費 3,797,154

        賞与等引当金繰入額 302,083

        退職手当引当金繰入額 71,586

  経常費用 29,135,145

    業務費用 12,035,992

      人件費 4,487,887

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 49,354,351 85,838,287 -36,483,936 -

  純行政コスト（△） -27,326,742 -27,320,286 -6,456

  財源 28,598,820 28,598,820 -

    税収等 18,876,684 18,876,684 -

    国県等補助金 9,722,136 9,722,136 -

  本年度差額 1,272,078 1,278,533 -6,456

  固定資産等の変動（内部変動） 2,933,685 -2,933,685

    有形固定資産等の増加 5,763,587 -5,763,587

    有形固定資産等の減少 -2,570,958 2,570,958

    貸付金・基金等の増加 329,449 -329,449

    貸付金・基金等の減少 -588,391 588,391

  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 -11,757 11,757

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -83,180 -449,308 366,127 -

  その他 528,258 2,017,829 -1,489,571

  本年度純資産変動額 -9,209,972 -6,424,921 -2,790,353 5,302

本年度末純資産残高 40,144,379 79,413,366 -39,274,289 5,302

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 54,391

本年度歳計外現金増減額 3,685

本年度末歳計外現金残高 58,076

本年度末現金預金残高 2,217,490

財務活動収支 1,148,203

本年度資金収支額 16,137

前年度末資金残高 2,148,964

比例連結割合変更に伴う差額 -5,686

本年度末資金残高 2,159,415

    地方債等償還支出 3,330,252

    その他の支出 581

  財務活動収入 4,479,036

    地方債等発行収入 4,467,400

    その他の収入 11,636

    資産売却収入 14,795

    その他の収入 51,952

投資活動収支 -3,357,736

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,330,833

    その他の支出 1,532

  投資活動収入 2,094,426

    国県等補助金収入 1,468,195

    基金取崩収入 533,702

    貸付金元金回収収入 25,783

  投資活動支出 5,452,162

    公共施設等整備費支出 5,281,282

    基金積立金支出 159,348

    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 2,225,669

【投資活動収支】

    税収等収入 18,802,216

    国県等補助金収入 8,253,483

    使用料及び手数料収入 988,552

    その他の収入 762,391

  臨時支出 103,028

    移転費用支出 17,099,153

      補助金等支出 13,739,003

      社会保障給付支出 2,959,209

      その他の支出 24,322

  業務収入 28,806,642

    業務費用支出 9,402,242

      人件費支出 4,387,849

      物件費等支出 4,353,747

      支払利息支出 298,393

      その他の支出 362,252

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 26,501,395
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