
【様式第1号】

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 44,518,863   固定負債 15,906,881

    有形固定資産 42,116,005     地方債等 13,878,636

      事業用資産 12,053,795     長期未払金 -

        土地 3,071,099     退職手当引当金 1,196,194

        立木竹 34,728     損失補償等引当金 -

        建物 19,981,600     その他 832,051

        建物減価償却累計額 △ 11,602,654   流動負債 1,437,753

        工作物 1,336,450     １年内償還予定地方債 1,221,876

        工作物減価償却累計額 △ 842,672     未払金 47,106

        船舶 -     未払費用 15,797

        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 98,297

        航空機 -     預り金 49,558

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,119

        その他 - 負債合計 17,344,634

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 75,245   固定資産等形成分 45,908,385

      インフラ資産 29,193,315   余剰分（不足分） △ 15,846,847

        土地 392,234   他団体出資等分 46,671

        建物 2,001,039

        建物減価償却累計額 △ 992,755

        工作物 56,406,358

        工作物減価償却累計額 △ 28,670,185

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 56,624

      物品 3,800,799

      物品減価償却累計額 △ 2,931,904

    無形固定資産 14,438

      ソフトウェア 12,352

      その他 2,086

    投資その他の資産 2,388,419

      投資及び出資金 90,677

        有価証券 622

        出資金 90,055

        その他 -

      長期延滞債権 107,874

      長期貸付金 114,137

      基金 2,072,044

        減債基金 -

        その他 2,072,044

      その他 10,410

      徴収不能引当金 △ 6,722

  流動資産 2,933,980

    現金預金 1,412,920

    未収金 109,052

    短期貸付金 14,546

    基金 1,374,976

      財政調整基金 1,048,356

      減債基金 326,620

    棚卸資産 23,388

    その他 4,855

    徴収不能引当金 △ 5,757

  繰延資産 - 純資産合計 30,108,209

資産合計 47,452,843 負債及び純資産合計 47,452,843

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）

12,636,805

    資産売却益 37,191

    その他 -

純行政コスト

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 530

  臨時利益 37,191

  臨時損失 9,397

    災害復旧事業費 47

    資産除売却損 8,819

    使用料及び手数料 593,090

    その他 1,103,167

純経常行政コスト 12,664,599

      社会保障給付 692,118

      その他 31,291

  経常収益 1,696,257

        その他 156,169

    移転費用 7,526,184

      補助金等 6,802,775

      その他の業務費用 389,146

        支払利息 223,239

        徴収不能引当金繰入額 9,738

        維持補修費 269,659

        減価償却費 1,802,500

        その他 8,756

        その他 638,612

      物件費等 4,659,536

        物件費 2,578,621

        職員給与費 921,683

        賞与等引当金繰入額 88,561

        退職手当引当金繰入額 137,134

  経常費用 14,360,856

    業務費用 6,834,672

      人件費 1,785,990

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 金額



【様式第3号】

（単位：千円）

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 30,848,389 46,478,856 △ 15,675,227 44,760

  純行政コスト（△） △ 12,636,805 △ 12,639,216 2,411

  財源 12,096,041 12,096,041 -

    税収等 8,771,737 8,771,737 -

    国県等補助金 3,324,304 3,324,304 -

  本年度差額 △ 540,764 △ 543,175 2,411

  固定資産等の変動（内部変動） △ 527,396 527,396

    有形固定資産等の増加 807,990 △ 807,990

    有形固定資産等の減少 △ 1,713,980 1,713,980

    貸付金・基金等の増加 909,617 △ 909,617

    貸付金・基金等の減少 △ 531,024 531,024

  資産評価差額 △ 3,778 △ 3,778

  無償所管換等 32,693 32,693

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - 500 △ 500

  比例連結割合変更に伴う差額 15,361 12,312 3,049 -

  その他 △ 243,692 △ 84,302 △ 159,390

  本年度純資産変動額 △ 740,180 △ 570,471 △ 171,620 1,911

本年度末純資産残高 30,108,209 45,908,385 △ 15,846,847 46,671

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

科目 合計



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 30,047

本年度歳計外現金増減額 △ 2,105

本年度末歳計外現金残高 27,942

本年度末現金預金残高 1,412,920

財務活動収支 △ 245,948

本年度資金収支額 △ 122,015

前年度末資金残高 1,491,935

本年度末資金残高 1,384,978

比例連結割合変更に伴う差額 15,057

    地方債等償還支出 1,401,159

    その他の支出 1,000

  財務活動収入 1,156,211

    地方債等発行収入 1,156,211

    その他の収入 -

    資産売却収入 46,022

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 1,070,896

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,402,159

    その他の支出 263

  投資活動収入 831,208

    国県等補助金収入 173,348

    基金取崩収入 421,943

    貸付金元金回収収入 189,895

  投資活動支出 1,902,104

    公共施設等整備費支出 1,094,190

    基金積立金支出 629,791

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 177,859

    災害復旧事業費支出 47

    その他の支出 530

  臨時収入 -

業務活動収支 1,194,829

【投資活動収支】

    税収等収入 8,757,340

    国県等補助金収入 3,241,893

    使用料及び手数料収入 586,701

    その他の収入 1,102,186

  臨時支出 578

    移転費用支出 7,526,442

      補助金等支出 6,809,807

      社会保障給付支出 692,118

      その他の支出 24,517

  業務収入 13,688,120

    業務費用支出 4,966,272

      人件費支出 1,732,123

      物件費等支出 2,858,148

      支払利息支出 223,595

      その他の支出 152,406

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 金額

【業務活動収支】

  業務支出 12,492,713


