
【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 46,598,473   固定負債 24,996,703

    有形固定資産 40,989,015     地方債等 16,131,246

      事業用資産 15,481,032     長期未払金 -

        土地 5,218,578     退職手当引当金 1,927,339

        立木竹 21,752     損失補償等引当金 -

        建物 22,293,940     その他 6,938,118

        建物減価償却累計額 -12,860,719   流動負債 1,616,614

        工作物 1,350,346     １年内償還予定地方債等 1,360,132

        工作物減価償却累計額 -559,947     未払金 66,357

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 18,633

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 104,384

        航空機 -     預り金 67,107

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 26,613,317

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 17,082   固定資産等形成分 49,062,528

      インフラ資産 24,215,509   余剰分（不足分） -24,751,082

        土地 1,431,231   他団体出資等分 -

        建物 1,016,375

        建物減価償却累計額 -325,014

        工作物 40,941,934

        工作物減価償却累計額 -19,154,682

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 305,666

      物品 3,149,970

      物品減価償却累計額 -1,857,496

    無形固定資産 494,836

      ソフトウェア 43,139

      その他 451,697

    投資その他の資産 5,114,622

      投資及び出資金 738,902

        有価証券 75,966

        出資金 662,935

        その他 -

      長期延滞債権 66,929

      長期貸付金 95,386

      基金 4,221,109

        減債基金 203,683

        その他 4,017,426

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,704

  流動資産 4,326,290

    現金預金 1,747,451

    未収金 115,817

    短期貸付金 19,072

    基金 2,444,984

      財政調整基金 2,305,199

      減債基金 139,784

    棚卸資産 3,570

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,604

  繰延資産 - 純資産合計 24,311,445

資産合計 50,924,762 負債及び純資産合計 50,924,762

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）

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

  経常費用 13,804,567

    業務費用 5,954,251

      人件費 1,580,465

        職員給与費 1,138,704

        賞与等引当金繰入額 103,043

        退職手当引当金繰入額 133,637

        その他 205,082

      物件費等 3,998,828

        物件費 2,235,269

        維持補修費 272,417

        減価償却費 1,491,143

        その他 -

      その他の業務費用 374,957

        支払利息 224,243

        徴収不能引当金繰入額 12,308

        その他 138,406

    移転費用 7,850,317

      補助金等 6,841,120

      社会保障給付 963,492

      その他 45,705

  経常収益 886,576

    使用料及び手数料 718,305

    その他 168,271

純経常行政コスト 12,917,991

  臨時損失 820,992

    災害復旧事業費 24,449

    資産除売却損 795,410

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,134

  臨時利益 5,703

    資産売却益 5,065

    その他 638

純行政コスト 13,733,281



【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 24,487,536 48,986,668 -24,499,133 -

  純行政コスト（△） -13,733,281 -13,733,281 -

  財源 13,547,122 13,547,122 -

    税収等 9,848,315 9,848,315 -

    国県等補助金 3,698,807 3,698,807 -

  本年度差額 -186,159 -186,159 -

  固定資産等の変動（内部変動） 117,244 -117,244

    有形固定資産等の増加 1,576,793 -1,576,793

    有形固定資産等の減少 -2,286,434 2,286,434

    貸付金・基金等の増加 1,608,786 -1,608,786

    貸付金・基金等の減少 -781,901 781,901

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 -41,385 -41,385

  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 51,454 - 51,454

  本年度純資産変動額 -176,090 75,860 -251,950 -

本年度末純資産残高 24,311,445 49,062,528 -24,751,082 -

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）

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 12,284,005

    業務費用支出 4,433,688

      人件費支出 1,601,035

      物件費等支出 2,594,574

      支払利息支出 224,243

      その他の支出 13,837

    移転費用支出 7,850,317

      補助金等支出 6,841,120

      社会保障給付支出 963,492

      その他の支出 45,705

  業務収入 13,964,883

    税収等収入 9,815,893

    国県等補助金収入 3,282,345

    使用料及び手数料収入 707,675

    その他の収入 158,970

  臨時支出 25,583

    災害復旧事業費支出 24,449

    その他の支出 1,134

  臨時収入 16,514

業務活動収支 1,671,809

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,070,988

    公共施設等整備費支出 1,575,237

    基金積立金支出 1,401,408

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 94,000

    その他の支出 344

  投資活動収入 1,057,637

    国県等補助金収入 352,002

    基金取崩収入 569,714

    貸付金元金回収収入 102,652

    資産売却収入 5,070

    その他の収入 28,199

投資活動収支 -2,013,351

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,174,016

    地方債等償還支出 1,153,887

    その他の支出 20,129

  財務活動収入 1,607,526

    地方債等発行収入 1,587,526

    その他の収入 20,000

前年度末歳計外現金残高 51,750

本年度歳計外現金増減額 -1,709

本年度末歳計外現金残高 50,042

本年度末現金預金残高 1,747,451

財務活動収支 433,510

本年度資金収支額 91,968

前年度末資金残高 1,605,441

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,697,410


