
【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 30,449,279   固定負債 10,507,348

    有形固定資産 26,813,043     地方債等 7,866,175

      事業用資産 12,479,064     長期未払金 -

        土地 5,571,007     退職手当引当金 401,057

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 13,279,553     その他 2,240,116

        建物減価償却累計額 -7,282,553   流動負債 761,458

        工作物 1,776,222     １年内償還予定地方債等 612,637

        工作物減価償却累計額 -1,179,190     未払金 54,172

        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 70,678

        航空機 -     預り金 18,069

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,901

        その他 - 負債合計 11,268,806

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 314,025   固定資産等形成分 31,312,508

      インフラ資産 14,099,180   余剰分（不足分） -10,818,807

        土地 2,805,534   他団体出資等分 -

        建物 66,189

        建物減価償却累計額 -11,854

        工作物 17,185,486

        工作物減価償却累計額 -5,953,982

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,807

      物品 574,066

      物品減価償却累計額 -339,268

    無形固定資産 891,836

      ソフトウェア 9,521

      その他 882,315

    投資その他の資産 2,744,400

      投資及び出資金 351,517

        有価証券 -

        出資金 351,517

        その他 -

      長期延滞債権 51,414

      長期貸付金 -

      基金 2,344,859

        減債基金 83,389

        その他 2,261,470

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,390

  流動資産 1,313,229

    現金預金 378,754

    未収金 73,080

    短期貸付金 -

    基金 863,229

      財政調整基金 824,336

      減債基金 38,893

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,835

  繰延資産 - 純資産合計 20,493,701

資産合計 31,762,508 負債及び純資産合計 31,762,508

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 57

    その他 -

純行政コスト 8,497,294

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 57

  臨時損失 29,545

    災害復旧事業費 3,876

    資産除売却損 25,669

    使用料及び手数料 260,577

    その他 123,332

純経常行政コスト 8,467,806

      社会保障給付 920,750

      その他 8,398

  経常収益 383,908

        その他 60,060

    移転費用 4,591,909

      補助金等 3,662,762

      その他の業務費用 163,735

        支払利息 98,450

        徴収不能引当金繰入額 5,225

        維持補修費 115,653

        減価償却費 735,962

        その他 3,217

        その他 95,643

      物件費等 2,787,172

        物件費 1,932,339

        職員給与費 1,010,735

        賞与等引当金繰入額 70,249

        退職手当引当金繰入額 132,270

  経常費用 8,851,714

    業務費用 4,259,805

      人件費 1,308,897

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 20,098,439 30,793,133 -10,694,694 -

  純行政コスト（△） -8,497,294 -8,497,294 -

  財源 8,873,414 8,873,414 -

    税収等 6,789,686 6,789,686 -

    国県等補助金 2,083,728 2,083,728 -

  本年度差額 376,120 376,120 -

  固定資産等の変動（内部変動） 522,214 -522,214

    有形固定資産等の増加 1,131,590 -1,131,590

    有形固定資産等の減少 -761,632 761,632

    貸付金・基金等の増加 599,499 -599,499

    貸付金・基金等の減少 -447,243 447,243

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,839 -2,839

  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 21,981 0 21,982

  本年度純資産変動額 395,262 519,375 -124,113 -

本年度末純資産残高 20,493,701 31,312,508 -10,818,807 -

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 15,484

本年度歳計外現金増減額 2,561

本年度末歳計外現金残高 18,045

本年度末現金預金残高 378,754

財務活動収支 142,170

本年度資金収支額 -62,906

前年度末資金残高 423,616

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 360,709

    地方債等償還支出 628,736

    その他の支出 5,901

  財務活動収入 776,807

    地方債等発行収入 776,807

    その他の収入 -

    資産売却収入 57

    その他の収入 1,998

投資活動収支 -891,990

【財務活動収支】

  財務活動支出 634,637

    その他の支出 -

  投資活動収入 806,204

    国県等補助金収入 407,527

    基金取崩収入 366,041

    貸付金元金回収収入 30,581

  投資活動支出 1,698,194

    公共施設等整備費支出 1,131,590

    基金積立金支出 535,972

    投資及び出資金支出 50

    貸付金支出 30,581

    災害復旧事業費支出 3,876

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 686,914

【投資活動収支】

    税収等収入 6,791,950

    国県等補助金収入 1,633,461

    使用料及び手数料収入 241,841

    その他の収入 112,970

  臨時支出 3,876

    移転費用支出 4,591,909

      補助金等支出 3,662,762

      社会保障給付支出 920,750

      その他の支出 8,398

  業務収入 8,780,221

    業務費用支出 3,497,522

      人件費支出 1,295,191

      物件費等支出 2,047,427

      支払利息支出 98,450

      その他の支出 56,454

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 8,089,432


