
【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 41,869,495   固定負債 14,829,019

    有形固定資産 39,954,898     地方債等 11,077,671

      事業用資産 19,487,046     長期未払金 488

        土地 9,773,686     退職手当引当金 1,297,335

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,913,987     その他 2,453,525

        建物減価償却累計額 -17,890,054   流動負債 1,589,334

        工作物 1,072,527     １年内償還予定地方債等 851,100

        工作物減価償却累計額 -337,652     未払金 238,354

        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 118,436

        航空機 -     預り金 61,220

        航空機減価償却累計額 -     その他 320,225

        その他 - 負債合計 16,418,353

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 954,552   固定資産等形成分 43,339,805

      インフラ資産 20,295,519   余剰分（不足分） -14,375,996

        土地 5,640,007   他団体出資等分 -

        建物 1,429,495

        建物減価償却累計額 -790,784

        工作物 33,755,437

        工作物減価償却累計額 -19,814,133

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 75,497

      物品 559,871

      物品減価償却累計額 -387,538

    無形固定資産 231,621

      ソフトウェア 220,680

      その他 10,940

    投資その他の資産 1,682,977

      投資及び出資金 115,052

        有価証券 664

        出資金 114,388

        その他 -

      長期延滞債権 591,404

      長期貸付金 14,132

      基金 978,848

        減債基金 74,868

        その他 903,980

      その他 -

      徴収不能引当金 -16,459

  流動資産 3,512,666

    現金預金 1,758,892

    未収金 286,902

    短期貸付金 7,100

    基金 1,463,210

      財政調整基金 1,463,210

      減債基金 -

    棚卸資産 2,024

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,462

  繰延資産 - 純資産合計 28,963,809

資産合計 45,382,162 負債及び純資産合計 45,382,162

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 12,939,361

    業務費用 5,426,726

      人件費 1,559,126

        職員給与費 1,196,873

        賞与等引当金繰入額 117,614

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 244,639

      物件費等 3,525,237

        物件費 1,846,640

        維持補修費 189,095

        減価償却費 1,488,272

        その他 1,229

      その他の業務費用 342,363

        支払利息 141,797

        徴収不能引当金繰入額 21,841

        その他 178,726

    移転費用 7,512,635

      補助金等 6,351,729

      社会保障給付 1,101,033

      その他 59,873

  経常収益 1,180,553

    使用料及び手数料 983,728

    その他 196,824

純経常行政コスト 11,758,808

  臨時損失 89,801

    災害復旧事業費 69,527

    資産除売却損 19,920

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 355

  臨時利益 3,668

    資産売却益 3,620

    その他 48

純行政コスト 11,844,942



【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 29,321,313 44,174,966 -14,853,653 -

  純行政コスト（△） -11,844,942 -11,844,942 -

  財源 11,446,492 11,446,492 -

    税収等 8,470,447 8,470,447 -

    国県等補助金 2,976,045 2,976,045 -

  本年度差額 -398,450 -398,450 -

  固定資産等の変動（内部変動） -835,161 835,161

    有形固定資産等の増加 1,581,261 -1,581,261

    有形固定資産等の減少 -1,524,378 1,524,378

    貸付金・基金等の増加 582,257 -582,257

    貸付金・基金等の減少 -1,474,302 1,474,302

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 - -

  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 40,945 - 40,945

  本年度純資産変動額 -357,505 -835,161 477,657 -

本年度末純資産残高 28,963,809 43,339,805 -14,375,996 -

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 11,341,122

    業務費用支出 3,828,487

      人件費支出 1,543,351

      物件費等支出 2,050,177

      支払利息支出 141,797

      その他の支出 93,162

    移転費用支出 7,512,635

      補助金等支出 6,351,729

      社会保障給付支出 1,101,033

      その他の支出 59,873

  業務収入 12,294,992

    税収等収入 8,405,915

    国県等補助金収入 2,728,210

    使用料及び手数料収入 966,126

    その他の収入 194,741

  臨時支出 965,547

    災害復旧事業費支出 69,527

    その他の支出 896,020

  臨時収入 48

業務活動収支 -11,629

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,144,275

    公共施設等整備費支出 1,581,261

    基金積立金支出 562,560

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 453

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,815,841

    国県等補助金収入 321,734

    基金取崩収入 1,460,683

    貸付金元金回収収入 12,258

    資産売却収入 21,165

    その他の収入 -

投資活動収支 -328,434

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,058,179

    地方債等償還支出 723,660

    その他の支出 334,520

  財務活動収入 1,924,212

    地方債等発行収入 1,689,900

    その他の収入 234,312

前年度末歳計外現金残高 12,921

本年度歳計外現金増減額 -3,739

本年度末歳計外現金残高 9,182

本年度末現金預金残高 1,758,892

財務活動収支 866,033

本年度資金収支額 525,970

前年度末資金残高 1,223,741

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,749,710


