
【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 9,882,799   固定負債 4,006,779

    有形固定資産 8,150,005     地方債等 3,517,477

      事業用資産 3,855,042     長期未払金 -

        土地 996,127     退職手当引当金 486,862

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,442,910     その他 2,441

        建物減価償却累計額 △ 5,921,527   流動負債 517,037

        工作物 917,155     １年内償還予定地方債 384,423

        工作物減価償却累計額 △ 592,192     未払金 6,760

        船舶 -     未払費用 7,840

        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 40,507

        航空機 -     預り金 17,573

        航空機減価償却累計額 -     その他 59,934

        その他 - 負債合計 4,523,816

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,569   固定資産等形成分 11,390,221

      インフラ資産 4,095,624   余剰分（不足分） △ 4,143,595

        土地 49,282   他団体出資等分 7,784

        建物 59,639

        建物減価償却累計額 △ 2,568

        工作物 8,302,534

        工作物減価償却累計額 △ 4,342,737

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 29,475

      物品 928,495

      物品減価償却累計額 △ 729,156

    無形固定資産 65

      ソフトウェア 65

      その他 -

    投資その他の資産 1,732,729

      投資及び出資金 45,038

        有価証券 722

        出資金 44,316

        その他 -

      長期延滞債権 32,595

      長期貸付金 41,529

      基金 1,613,560

        減債基金 -

        その他 1,613,560

      その他 7

      徴収不能引当金 -

  流動資産 1,895,427

    現金預金 377,192

    未収金 6,161

    短期貸付金 4,369

    基金 1,503,054

      財政調整基金 1,180,237

      減債基金 322,817

    棚卸資産 4,100

    その他 552

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 7,254,410

資産合計 11,778,226 負債及び純資産合計 11,778,226

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）

3,734,720

    資産売却益 5,910

    その他 -

純行政コスト

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,663

  臨時利益 5,910

  臨時損失 2,666

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,003

    使用料及び手数料 90,181

    その他 320,630

純経常行政コスト 3,737,964

      社会保障給付 56,574

      その他 4,813

  経常収益 410,811

        その他 67,431

    移転費用 1,664,417

      補助金等 1,603,030

      その他の業務費用 91,791

        支払利息 24,360

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 187,418

        減価償却費 460,159

        その他 75,277

        その他 152,984

      物件費等 1,550,229

        物件費 827,375

        職員給与費 564,836

        賞与等引当金繰入額 40,507

        退職手当引当金繰入額 84,010

  経常費用 4,148,775

    業務費用 2,484,358

      人件費 842,338

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 7,010,408 11,246,895 △ 4,244,059 7,572

  純行政コスト（△） △ 3,734,720 △ 3,731,623 △ 3,098

  財源 3,978,237 3,974,929 3,309

    税収等 2,678,728 2,678,728 -

    国県等補助金 1,299,510 1,296,201 3,309

  本年度差額 243,517 243,306 211

  固定資産等の変動（内部変動） 142,436 △ 142,436

    有形固定資産等の増加 526,640 △ 526,640

    有形固定資産等の減少 △ 461,972 461,972

    貸付金・基金等の増加 397,101 △ 397,101

    貸付金・基金等の減少 △ 319,333 319,333

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 360 360

  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 127 530 △ 404 -

  その他 △ 3 - △ 3

  本年度純資産変動額 244,001 143,326 100,464 211

本年度末純資産残高 7,254,410 11,390,221 △ 4,143,595 7,784

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 14,369

本年度歳計外現金増減額 2,591

本年度末歳計外現金残高 16,960

本年度末現金預金残高 377,192

財務活動収支 △ 117,295

本年度資金収支額 7,215

前年度末資金残高 353,420

本年度末資金残高 360,231

比例連結割合変更に伴う差額 △ 403

    地方債等償還支出 435,820

    その他の支出 59,936

  財務活動収入 378,461

    地方債等発行収入 378,461

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,910

    その他の収入 -

投資活動収支 △ 449,195

【財務活動収支】

  財務活動支出 495,756

    その他の支出 -

  投資活動収入 437,565

    国県等補助金収入 142,854

    基金取崩収入 269,002

    貸付金元金回収収入 19,798

  投資活動支出 886,760

    公共施設等整備費支出 526,622

    基金積立金支出 338,418

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 21,720

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 573,705

【投資活動収支】

    税収等収入 2,679,519

    国県等補助金収入 1,217,937

    使用料及び手数料収入 90,895

    その他の収入 273,816

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,664,417

      補助金等支出 1,603,030

      社会保障給付支出 56,574

      その他の支出 4,813

  業務収入 4,262,167

    業務費用支出 2,024,045

      人件費支出 842,353

      物件費等支出 1,089,909

      支払利息支出 24,360

      その他の支出 67,423

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 3,688,462


