
【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 48,729,300   固定負債 16,152,266

    有形固定資産 46,735,875     地方債等 14,445,628

      事業用資産 25,906,752     長期未払金 -

        土地 17,962,587     退職手当引当金 921,230

        立木竹 605,463     損失補償等引当金 -

        建物 15,208,546     その他 785,409

        建物減価償却累計額 -8,223,109   流動負債 1,247,882

        工作物 985,679     １年内償還予定地方債等 984,504

        工作物減価償却累計額 -645,485     未払金 119,193

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 5

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 94,440

        航空機 -     預り金 39,761

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,979

        その他 - 負債合計 17,400,149

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,070   固定資産等形成分 51,051,718

      インフラ資産 20,486,255   余剰分（不足分） -16,348,817

        土地 2,813,057   他団体出資等分 -

        建物 898,131

        建物減価償却累計額 -428,061

        工作物 31,433,821

        工作物減価償却累計額 -14,302,066

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 71,374

      物品 1,540,793

      物品減価償却累計額 -1,197,925

    無形固定資産 17,526

      ソフトウェア 17,526

      その他 -

    投資その他の資産 1,975,899

      投資及び出資金 1,148,325

        有価証券 1,000

        出資金 1,147,325

        その他 -

      長期延滞債権 364,663

      長期貸付金 -

      基金 484,185

        減債基金 283,630

        その他 200,555

      その他 -

      徴収不能引当金 -21,274

  流動資産 3,373,750

    現金預金 858,465

    未収金 199,701

    短期貸付金 -

    基金 2,322,418

      財政調整基金 2,322,418

      減債基金 -

    棚卸資産 4,017

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,851

  繰延資産 - 純資産合計 34,702,901

資産合計 52,103,050 負債及び純資産合計 52,103,050

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 22,127

    その他 -

純行政コスト 11,008,125

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 146

  臨時利益 22,127

  臨時損失 443

    災害復旧事業費 297

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 960,716

    その他 246,288

純経常行政コスト 11,029,808

      社会保障給付 1,302,331

      その他 54,223

  経常収益 1,207,004

        その他 49,833

    移転費用 7,251,713

      補助金等 5,895,159

      その他の業務費用 275,398

        支払利息 197,526

        徴収不能引当金繰入額 28,039

        維持補修費 117,959

        減価償却費 999,807

        その他 -

        その他 86,299

      物件費等 3,254,506

        物件費 2,136,741

        職員給与費 1,151,505

        賞与等引当金繰入額 94,440

        退職手当引当金繰入額 122,951

  経常費用 12,236,812

    業務費用 4,985,099

      人件費 1,455,195

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 34,506,659 50,735,441 -16,228,782 -

  純行政コスト（△） -11,008,125 -11,008,125 -

  財源 11,178,417 11,178,417 -

    税収等 8,324,503 8,324,503 -

    国県等補助金 2,853,914 2,853,914 -

  本年度差額 170,292 170,292 -

  固定資産等の変動（内部変動） 310,234 -310,234

    有形固定資産等の増加 1,281,212 -1,281,212

    有形固定資産等の減少 -1,002,334 1,002,334

    貸付金・基金等の増加 454,488 -454,488

    貸付金・基金等の減少 -423,132 423,132

  資産評価差額 1,788 1,788

  無償所管換等 4,255 4,255

  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 19,907 - 19,907

  本年度純資産変動額 196,242 316,277 -120,035 -

本年度末純資産残高 34,702,901 51,051,718 -16,348,817 -

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 27,183

本年度歳計外現金増減額 12,578

本年度末歳計外現金残高 39,761

本年度末現金預金残高 858,465

財務活動収支 165,671

本年度資金収支額 78,883

前年度末資金残高 739,821

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 818,704

    地方債等償還支出 986,317

    その他の支出 4,990

  財務活動収入 1,156,977

    地方債等発行収入 1,156,977

    その他の収入 -

    資産売却収入 22,306

    その他の収入 28,105

投資活動収支 -994,574

【財務活動収支】

  財務活動支出 991,306

    その他の支出 -

  投資活動収入 305,455

    国県等補助金収入 219,196

    基金取崩収入 35,848

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,300,029

    公共施設等整備費支出 1,231,316

    基金積立金支出 53,362

    投資及び出資金支出 15,351

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 297

    その他の支出 146

  臨時収入 -

業務活動収支 907,786

【投資活動収支】

    税収等収入 8,279,980

    国県等補助金収入 2,677,123

    使用料及び手数料収入 935,571

    その他の収入 238,435

  臨時支出 443

    移転費用支出 7,251,713

      補助金等支出 5,895,159

      社会保障給付支出 1,302,331

      その他の支出 54,223

  業務収入 12,131,110

    業務費用支出 3,971,167

      人件費支出 1,464,346

      物件費等支出 2,262,697

      支払利息支出 197,526

      その他の支出 46,598

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 11,222,880


