
【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 15,178,529   固定負債 5,374,356

    有形固定資産 13,948,072     地方債等 4,381,088

      事業用資産 6,080,194     長期未払金 -

        土地 2,270,444     退職手当引当金 727,777

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,083,018     その他 265,491

        建物減価償却累計額 -6,393,274   流動負債 510,748

        工作物 266,598     １年内償還予定地方債等 399,151

        工作物減価償却累計額 -149,970     未払金 19,728

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 3,461

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 66,107

        航空機 -     預り金 19,056

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,245

        その他 - 負債合計 5,885,104

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,377   固定資産等形成分 16,714,095

      インフラ資産 7,381,296   余剰分（不足分） -5,001,816

        土地 446,142   他団体出資等分 -

        建物 140,609

        建物減価償却累計額 -74,176

        工作物 15,875,368

        工作物減価償却累計額 -9,190,900

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 184,252

      物品 1,250,359

      物品減価償却累計額 -763,777

    無形固定資産 5,149

      ソフトウェア 5,149

      その他 -

    投資その他の資産 1,225,308

      投資及び出資金 12,281

        有価証券 31

        出資金 12,251

        その他 -

      長期延滞債権 190,699

      長期貸付金 377

      基金 1,033,763

        減債基金 326,111

        その他 707,652

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,812

  流動資産 2,418,854

    現金預金 824,051

    未収金 57,835

    短期貸付金 523

    基金 1,535,043

      財政調整基金 1,535,043

      減債基金 -

    棚卸資産 6,613

    その他 113

    徴収不能引当金 -5,324

  繰延資産 - 純資産合計 11,712,279

資産合計 17,597,383 負債及び純資産合計 17,597,383

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 205

    その他 71

純行政コスト 7,085,896

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,148

  臨時利益 276

  臨時損失 21,764

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 20,616

    使用料及び手数料 271,412

    その他 104,950

純経常行政コスト 7,064,408

      社会保障給付 694,969

      その他 592

  経常収益 376,362

        その他 70,447

    移転費用 4,700,391

      補助金等 4,004,831

      その他の業務費用 132,065

        支払利息 49,369

        徴収不能引当金繰入額 12,249

        維持補修費 133,092

        減価償却費 535,850

        その他 -

        その他 48,709

      物件費等 1,455,643

        物件費 786,700

        職員給与費 1,034,976

        賞与等引当金繰入額 68,985

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,440,770

    業務費用 2,740,379

      人件費 1,152,671

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 11,592,921 16,373,954 -4,781,033 -

  純行政コスト（△） -7,085,896 -7,085,896 -

  財源 7,209,072 7,209,072 -

    税収等 5,146,294 5,146,294 -

    国県等補助金 2,062,778 2,062,778 -

  本年度差額 123,176 123,176 -

  固定資産等の変動（内部変動） 343,959 -343,959

    有形固定資産等の増加 777,475 -777,475

    有形固定資産等の減少 -537,180 537,180

    貸付金・基金等の増加 534,084 -534,084

    貸付金・基金等の減少 -430,420 430,420

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,818 -3,818

  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 119,358 340,141 -220,783 -

本年度末純資産残高 11,712,279 16,714,095 -5,001,816 -

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 19,024

本年度歳計外現金増減額 32

本年度末歳計外現金残高 19,056

本年度末現金預金残高 824,051

財務活動収支 130,666

本年度資金収支額 -112,315

前年度末資金残高 917,311

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 804,996

    地方債等償還支出 432,854

    その他の支出 -

  財務活動収入 563,520

    地方債等発行収入 563,520

    その他の収入 -

    資産売却収入 205

    その他の収入 -

投資活動収支 -667,157

【財務活動収支】

  財務活動支出 432,854

    その他の支出 -

  投資活動収入 267,759

    国県等補助金収入 222,557

    基金取崩収入 38,400

    貸付金元金回収収入 6,597

  投資活動支出 934,916

    公共施設等整備費支出 777,475

    基金積立金支出 157,441

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 20,112

  臨時収入 374,434

業務活動収支 424,175

【投資活動収支】

    税収等収入 5,136,761

    国県等補助金収入 1,468,824

    使用料及び手数料収入 271,042

    その他の収入 100,370

  臨時支出 20,112

    移転費用支出 4,700,391

      補助金等支出 4,004,831

      社会保障給付支出 694,969

      その他の支出 592

  業務収入 6,976,997

    業務費用支出 2,206,753

      人件費支出 1,152,867

      物件費等支出 937,111

      支払利息支出 49,369

      その他の支出 67,405

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 6,907,144


