
【様式第1号】

（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 131,923,213   固定負債 41,929,203

    有形固定資産 127,817,462     地方債等 31,667,555

      事業用資産 37,024,628     長期未払金 -

        土地 15,369,326     退職手当引当金 2,796,964

        立木竹 -     損失補償等引当金 2,008,165

        建物 52,092,994     その他 5,456,519

        建物減価償却累計額 -31,924,890   流動負債 4,745,273

        工作物 1,594,506     １年内償還予定地方債等 4,046,302

        工作物減価償却累計額 -421,845     未払金 193,526

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 169,932

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 226,877

        航空機 -     預り金 67,123

        航空機減価償却累計額 -     その他 41,514

        その他 135,132 負債合計 46,674,476

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 179,404   固定資産等形成分 135,423,925

      インフラ資産 88,788,628   余剰分（不足分） -45,488,792

        土地 14,910,990   他団体出資等分 -

        建物 1,077,114

        建物減価償却累計額 -521,179

        工作物 146,238,588

        工作物減価償却累計額 -73,892,150

        その他 1,433,011

        その他減価償却累計額 -716,700

        建設仮勘定 258,954

      物品 9,791,681

      物品減価償却累計額 -7,787,474

    無形固定資産 85,752

      ソフトウェア 77,269

      その他 8,484

    投資その他の資産 4,019,998

      投資及び出資金 336,025

        有価証券 3,999

        出資金 331,995

        その他 32

      長期延滞債権 347,213

      長期貸付金 940

      基金 3,360,373

        減債基金 296,864

        その他 3,063,509

      その他 -

      徴収不能引当金 -24,553

  流動資産 4,685,470

    現金預金 694,575

    未収金 453,140

    短期貸付金 674

    基金 3,500,037

      財政調整基金 3,500,037

      減債基金 -

    棚卸資産 25,427

    その他 34,543

    徴収不能引当金 -22,927

  繰延資産 925 純資産合計 89,935,132

資産合計 136,609,608 負債及び純資産合計 136,609,608

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）

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 27,251,746

    業務費用 12,260,603

      人件費 3,849,378

        職員給与費 2,625,943

        賞与等引当金繰入額 226,877

        退職手当引当金繰入額 279,211

        その他 717,347

      物件費等 7,839,034

        物件費 3,043,888

        維持補修費 240,557

        減価償却費 4,552,656

        その他 1,932

      その他の業務費用 572,192

        支払利息 392,268

        徴収不能引当金繰入額 32,216

        その他 147,709

    移転費用 14,991,142

      補助金等 12,716,292

      社会保障給付 2,212,395

      その他 62,455

  経常収益 1,481,722

    使用料及び手数料 1,170,201

    その他 311,520

純経常行政コスト 25,770,024

  臨時損失 322,800

    災害復旧事業費 259,597

    資産除売却損 46,833

    損失補償等引当金繰入額 14,160

    その他 2,210

  臨時利益 26,136

    資産売却益 26,136

    その他 -

純行政コスト 26,066,688



【様式第3号】

（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 94,061,899 142,136,192 -48,074,293 -

  純行政コスト（△） -26,066,688 -26,066,688 -

  財源 23,882,567 23,882,567 -

    税収等 17,520,822 17,520,822 -

    国県等補助金 6,361,745 6,361,745 -

  本年度差額 -2,184,121 -2,184,121 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,701,974 2,701,974

    有形固定資産等の増加 1,729,029 -1,729,029

    有形固定資産等の減少 -4,571,459 4,571,459

    貸付金・基金等の増加 759,196 -759,196

    貸付金・基金等の減少 -618,740 618,740

  資産評価差額 -16 -16

  無償所管換等 2,875,309 2,875,309

  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 -4,817,938 -6,885,586 2,067,648

  本年度純資産変動額 -4,126,767 -6,712,267 2,585,500 -

本年度末純資産残高 89,935,132 135,423,925 -45,488,792 -

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】

（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 22,709,359

    業務費用支出 7,718,217

      人件費支出 3,928,945

      物件費等支出 3,390,023

      支払利息支出 392,268

      その他の支出 6,981

    移転費用支出 14,991,142

      補助金等支出 12,716,292

      社会保障給付支出 2,212,395

      その他の支出 62,455

  業務収入 24,020,031

    税収等収入 17,412,485

    国県等補助金収入 5,505,827

    使用料及び手数料収入 828,305

    その他の収入 273,413

  臨時支出 292,374

    災害復旧事業費支出 259,597

    その他の支出 32,777

  臨時収入 436,921

業務活動収支 1,455,219

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,136,083

    公共施設等整備費支出 1,687,789

    基金積立金支出 431,338

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,760

    その他の支出 15,196

  投資活動収入 741,562

    国県等補助金収入 418,113

    基金取崩収入 279,950

    貸付金元金回収収入 4,648

    資産売却収入 38,851

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,394,520

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,813,929

    地方債等償還支出 3,766,214

    その他の支出 47,715

  財務活動収入 3,057,600

    地方債等発行収入 3,057,600

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 53,175

本年度歳計外現金増減額 -19,213

本年度末歳計外現金残高 33,962

本年度末現金預金残高 694,575

財務活動収支 -756,329

本年度資金収支額 -695,631

前年度末資金残高 1,356,244

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 660,613


