
【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 82,159,252   固定負債 17,138,018

    有形固定資産 74,642,944     地方債等 15,996,991

      事業用資産 33,831,405     長期未払金 -

        土地 22,214,219     退職手当引当金 -

        立木竹 2,872     損失補償等引当金 -

        建物 25,992,118     その他 1,141,027

        建物減価償却累計額 -15,152,266   流動負債 2,025,267

        工作物 1,281,732     １年内償還予定地方債等 1,489,622

        工作物減価償却累計額 -509,491     未払金 275,747

        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 223,683

        航空機 -     預り金 36,216

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 19,163,285

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,221   固定資産等形成分 84,775,954

      インフラ資産 40,087,702   余剰分（不足分） -15,901,164

        土地 4,691,370   他団体出資等分 -

        建物 366,620

        建物減価償却累計額 -195,740

        工作物 64,079,208

        工作物減価償却累計額 -30,332,181

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,478,423

      物品 2,945,825

      物品減価償却累計額 -2,221,989

    無形固定資産 376,020

      ソフトウェア 1,765

      その他 374,255

    投資その他の資産 7,140,289

      投資及び出資金 1,564,281

        有価証券 -

        出資金 1,564,281

        その他 -

      長期延滞債権 598,745

      長期貸付金 259,302

      基金 4,742,580

        減債基金 -

        その他 4,742,580

      その他 -

      徴収不能引当金 -24,619

  流動資産 5,878,823

    現金預金 3,097,663

    未収金 174,391

    短期貸付金 1,074

    基金 2,615,628

      財政調整基金 2,573,991

      減債基金 41,637

    棚卸資産 1,010

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,943

  繰延資産 - 純資産合計 68,874,790

資産合計 88,038,076 負債及び純資産合計 88,038,076

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）

      他会計への繰出金

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 28,923,850

    業務費用 9,694,834

      人件費 3,365,413

        職員給与費 2,490,760

        賞与等引当金繰入額 222,996

        退職手当引当金繰入額 276,965

        その他 374,692

      物件費等 5,924,994

        物件費 3,603,450

        維持補修費 327,700

        減価償却費 1,993,845

        その他 -

      その他の業務費用 404,427

        支払利息 160,544

        徴収不能引当金繰入額 33,466

        その他 210,418

    移転費用 19,229,016

      補助金等 13,237,054

      社会保障給付 5,413,970

      その他 7,687

  経常収益 1,720,593

570,305

    使用料及び手数料 1,264,034

    その他 456,559

純経常行政コスト 27,203,257

  臨時損失 25,040

    災害復旧事業費 636

    資産除売却損 22,163

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,240

  臨時利益 10,117

    資産売却益 10,112

    その他 5

純行政コスト 27,218,180



【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 68,243,680 84,647,324 -16,403,644 -

  純行政コスト（△） -27,218,180 -27,218,180 -

  財源 27,332,445 27,332,445 -

    税収等 19,374,663 19,374,663 -

    国県等補助金 7,957,782 7,957,782 -

  本年度差額 114,265 114,265 -

  固定資産等の変動（内部変動） -325,461 325,461

    有形固定資産等の増加 1,309,931 -1,309,931

    有形固定資産等の減少 -2,016,170 2,016,170

    貸付金・基金等の増加 2,262,441 -2,262,441

    貸付金・基金等の減少 -1,881,663 1,881,663

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 454,092 454,092

  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 62,754 - 62,754

  本年度純資産変動額 631,110 128,631 502,479 -

本年度末純資産残高 68,874,790 84,775,954 -15,901,164 -

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）

      他会計への繰出支出

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 26,788,912

    業務費用支出 7,559,896

      人件費支出 3,361,247

      物件費等支出 3,829,041

      支払利息支出 160,544

      その他の支出 209,065

    移転費用支出 19,229,016

      補助金等支出 13,237,054

      社会保障給付支出 5,413,970

      その他の支出 7,687

  業務収入 28,753,064

570,305

    税収等収入 19,371,445

    国県等補助金収入 7,648,452

    使用料及び手数料収入 1,266,219

    その他の収入 466,948

  臨時支出 2,876

    災害復旧事業費支出 636

    その他の支出 2,240

  臨時収入 5

業務活動収支 1,961,280

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,886,898

    公共施設等整備費支出 1,290,537

    基金積立金支出 1,534,466

    投資及び出資金支出 21,894

    貸付金支出 40,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,509,569

    国県等補助金収入 309,331

    基金取崩収入 1,144,086

    貸付金元金回収収入 42,796

    資産売却収入 10,274

    その他の収入 3,082

投資活動収支 -1,377,329

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,477,631

    地方債等償還支出 1,444,347

    その他の支出 33,284

  財務活動収入 1,310,642

    地方債等発行収入 1,310,642

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 37,972

本年度歳計外現金増減額 -1,856

本年度末歳計外現金残高 36,116

本年度末現金預金残高 3,097,663

財務活動収支 -166,989

本年度資金収支額 416,963

前年度末資金残高 2,644,585

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,061,547


