
【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 33,119,578   固定負債 9,903,993

    有形固定資産 29,304,754     地方債等 8,206,325

      事業用資産 16,372,905     長期未払金 -

        土地 2,944,872     退職手当引当金 1,447,481

        立木竹 6,094,622     損失補償等引当金 -

        建物 16,315,152     その他 250,187

        建物減価償却累計額 -9,739,674   流動負債 1,058,157

        工作物 1,604,450     １年内償還予定地方債等 940,255

        工作物減価償却累計額 -969,270     未払金 7,284

        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 83,059

        航空機 -     預り金 15,507

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,053

        その他 - 負債合計 10,962,151

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 122,753   固定資産等形成分 38,998,899

      インフラ資産 12,563,265   余剰分（不足分） -9,888,284

        土地 332,273   他団体出資等分 -

        建物 2,844,777

        建物減価償却累計額 -1,483,696

        工作物 29,151,952

        工作物減価償却累計額 -18,798,088

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 516,047

      物品 1,309,477

      物品減価償却累計額 -940,893

    無形固定資産 20,234

      ソフトウェア 18,920

      その他 1,314

    投資その他の資産 3,794,589

      投資及び出資金 145,614

        有価証券 143

        出資金 145,471

        その他 -

      長期延滞債権 122,223

      長期貸付金 769

      基金 3,583,352

        減債基金 -

        その他 3,583,352

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,078

  流動資産 6,953,189

    現金預金 952,684

    未収金 112,444

    短期貸付金 22

    基金 5,879,300

      財政調整基金 3,971,613

      減債基金 1,907,687

    棚卸資産 12,359

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,620

  繰延資産 - 純資産合計 29,110,616

資産合計 40,072,767 負債及び純資産合計 40,072,767

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 10,385,130

    業務費用 5,020,227

      人件費 1,646,241

        職員給与費 1,498,171

        賞与等引当金繰入額 83,057

        退職手当引当金繰入額 3,178

        その他 61,836

      物件費等 3,202,982

        物件費 1,728,066

        維持補修費 302,099

        減価償却費 1,172,817

        その他 -

      その他の業務費用 171,003

        支払利息 85,110

        徴収不能引当金繰入額 7,094

        その他 78,799

    移転費用 5,364,904

      補助金等 4,815,040

      社会保障給付 502,944

      その他 10,486

  経常収益 881,542

    使用料及び手数料 478,832

    その他 402,711

純経常行政コスト 9,503,588

  臨時損失 157,438

    災害復旧事業費 92,951

    資産除売却損 31,129

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,687

  臨時利益 5,435

    資産売却益 5,084

    その他 351

純行政コスト 9,655,591



【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 32,873,098 42,474,045 -9,600,947 -

  純行政コスト（△） -9,655,591 -9,655,591 -

  財源 9,854,514 9,854,514 -

    税収等 7,621,431 7,621,431 -

    国県等補助金 2,233,083 2,233,083 -

  本年度差額 198,924 198,924 -

  固定資産等の変動（内部変動） 486,260 -486,260

    有形固定資産等の増加 1,036,681 -1,036,681

    有形固定資産等の減少 -1,181,908 1,181,908

    貸付金・基金等の増加 1,023,502 -1,023,502

    貸付金・基金等の減少 -392,015 392,015

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,961,406 -3,961,406

  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 -3,762,482 -3,475,146 -287,336 -

本年度末純資産残高 29,110,616 38,998,899 -9,888,284 -

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 9,196,027

    業務費用支出 3,831,123

      人件費支出 1,643,425

      物件費等支出 2,034,939

      支払利息支出 85,110

      その他の支出 67,650

    移転費用支出 5,364,904

      補助金等支出 4,815,040

      社会保障給付支出 502,944

      その他の支出 10,486

  業務収入 9,912,957

    税収等収入 7,570,494

    国県等補助金収入 1,558,073

    使用料及び手数料収入 472,734

    その他の収入 311,656

  臨時支出 116,676

    災害復旧事業費支出 92,951

    その他の支出 23,725

  臨時収入 524,124

業務活動収支 1,124,378

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,868,537

    公共施設等整備費支出 1,037,058

    基金積立金支出 831,479

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 320,199

    国県等補助金収入 153,706

    基金取崩収入 157,141

    貸付金元金回収収入 22

    資産売却収入 5,084

    その他の収入 4,246

投資活動収支 -1,548,338

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,000,612

    地方債等償還支出 989,585

    その他の支出 11,028

  財務活動収入 1,289,528

    地方債等発行収入 1,249,865

    その他の収入 39,663

前年度末歳計外現金残高 18,133

本年度歳計外現金増減額 -2,626

本年度末歳計外現金残高 15,507

本年度末現金預金残高 952,684

財務活動収支 288,916

本年度資金収支額 -135,044

前年度末資金残高 1,072,221

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 937,177


