
【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 56,910,937   固定負債 15,393,437

    有形固定資産 50,524,892     地方債等 12,797,299

      事業用資産 21,856,885     長期未払金 -

        土地 12,455,138     退職手当引当金 1,764,393

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 22,790,581     その他 831,745

        建物減価償却累計額 -14,017,378   流動負債 2,270,439

        工作物 1,253,740     １年内償還予定地方債等 1,626,112

        工作物減価償却累計額 -826,109     未払金 90,338

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 24,103

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 152,188

        航空機 -     預り金 373,092

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,606

        その他 - 負債合計 17,663,876

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 200,913   固定資産等形成分 64,440,750

      インフラ資産 28,345,584   余剰分（不足分） -14,427,898

        土地 13,043,687   他団体出資等分 -

        建物 3,226,197

        建物減価償却累計額 -2,022,040

        工作物 46,778,159

        工作物減価償却累計額 -32,692,346

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 11,926

      物品 1,500,449

      物品減価償却累計額 -1,178,027

    無形固定資産 139,157

      ソフトウェア 130,897

      その他 8,260

    投資その他の資産 6,246,889

      投資及び出資金 444,109

        有価証券 401,849

        出資金 42,260

        その他 -

      長期延滞債権 402,467

      長期貸付金 1,182,965

      基金 4,235,937

        減債基金 -

        その他 4,235,937

      その他 -

      徴収不能引当金 -18,589

  流動資産 10,765,791

    現金預金 2,958,995

    未収金 277,745

    短期貸付金 118,691

    基金 7,411,121

      財政調整基金 7,275,572

      減債基金 135,550

    棚卸資産 5,168

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,930

  繰延資産 - 純資産合計 50,012,852

資産合計 67,676,728 負債及び純資産合計 67,676,728

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 768,778

    その他 -

純行政コスト 18,806,709

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 87,743

  臨時利益 768,778

  臨時損失 167,420

    災害復旧事業費 13,676

    資産除売却損 66,002

    使用料及び手数料 639,434

    その他 287,229

純経常行政コスト 19,408,066

      社会保障給付 8,178,359

      その他 2,695

  経常収益 926,663

      他会計への繰出金 980,000

        その他 126,039

    移転費用 13,326,769

      補助金等 4,165,715

      その他の業務費用 250,420

        支払利息 111,400

        徴収不能引当金繰入額 12,981

        維持補修費 252,958

        減価償却費 1,249,463

        その他 -

        その他 304,123

      物件費等 4,213,612

        物件費 2,711,191

        職員給与費 2,083,337

        賞与等引当金繰入額 152,569

        退職手当引当金繰入額 3,898

  経常費用 20,334,729

    業務費用 7,007,960

      人件費 2,543,928

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 48,695,688 63,443,876 -14,748,188 -

  純行政コスト（△） -18,806,709 -18,806,709 -

  財源 20,084,569 20,084,569 -

    税収等 15,391,056 15,391,056 -

    国県等補助金 4,693,513 4,693,513 -

  本年度差額 1,277,860 1,277,860 -

  固定資産等の変動（内部変動） 957,570 -957,570

    有形固定資産等の増加 1,159,678 -1,159,678

    有形固定資産等の減少 -1,446,545 1,446,545

    貸付金・基金等の増加 2,338,056 -2,338,056

    貸付金・基金等の減少 -1,093,619 1,093,619

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 39,304 39,304

  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 - - -

  本年度純資産変動額 1,317,164 996,874 320,290 -

本年度末純資産残高 50,012,852 64,440,750 -14,427,898 -

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 281,133

本年度歳計外現金増減額 36,960

本年度末歳計外現金残高 318,093

本年度末現金預金残高 2,958,995

1,748,798      他会計への繰出支出

財務活動収支 -151,393

本年度資金収支額 87,021

前年度末資金残高 2,553,881

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,640,902

    地方債等償還支出 1,290,258

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,138,865

    地方債等発行収入 1,043,240

    その他の収入 95,625

    資産売却収入 899,990

    その他の収入 148

投資活動収支 -1,371,697

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,290,258

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,762,224

    国県等補助金収入 233,391

    基金取崩収入 509,745

    貸付金元金回収収入 118,950

  投資活動支出 3,133,921

    公共施設等整備費支出 1,159,678

    基金積立金支出 1,771,948

    投資及び出資金支出 202,294

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 13,676

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,610,111

【投資活動収支】

    税収等収入 16,063,482

    国県等補助金収入 4,507,935

    使用料及び手数料収入 634,975

    その他の収入 238,787

  臨時支出 13,676

    移転費用支出 14,095,567

      補助金等支出 4,165,715

      社会保障給付支出 8,178,359

      その他の支出 2,695

  業務収入 21,445,178

    業務費用支出 5,725,825

      人件費支出 2,551,360

      物件費等支出 2,939,289

      支払利息支出 111,400

      その他の支出 123,776

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 19,821,392


