
【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 46,582,312   固定負債 6,237,978

    有形固定資産 37,048,997     地方債等 2,960,523

      事業用資産 17,652,117     長期未払金 -

        土地 2,913,058     退職手当引当金 572,573

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,441,027     その他 2,704,882

        建物減価償却累計額 -11,537,244   流動負債 314,052

        工作物 1,466,723     １年内償還予定地方債等 174,786

        工作物減価償却累計額 -561,116     未払金 46,827

        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 67,789

        航空機 -     預り金 15,004

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,646

        その他 - 負債合計 6,552,030

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 929,669   固定資産等形成分 49,940,064

      インフラ資産 17,143,700   余剰分（不足分） -6,025,324

        土地 193,846   他団体出資等分 -

        建物 1,274,414

        建物減価償却累計額 -393,457

        工作物 25,776,024

        工作物減価償却累計額 -10,831,808

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,124,681

      物品 4,933,619

      物品減価償却累計額 -2,680,439

    無形固定資産 115,526

      ソフトウェア 115,526

      その他 -

    投資その他の資産 9,417,788

      投資及び出資金 26,979

        有価証券 -

        出資金 26,979

        その他 -

      長期延滞債権 36,414

      長期貸付金 -

      基金 9,355,476

        減債基金 -

        その他 9,355,476

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,081

  流動資産 3,884,457

    現金預金 508,942

    未収金 18,570

    短期貸付金 -

    基金 3,357,751

      財政調整基金 3,333,080

      減債基金 24,672

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -806

  繰延資産 - 純資産合計 43,914,739

資産合計 50,466,769 負債及び純資産合計 50,466,769

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 7,881,923

    業務費用 5,227,509

      人件費 1,177,403

        職員給与費 911,100

        賞与等引当金繰入額 67,789

        退職手当引当金繰入額 124,460

        その他 74,055

      物件費等 3,885,429

        物件費 2,312,992

        維持補修費 38,746

        減価償却費 1,533,691

        その他 -

      その他の業務費用 164,677

        支払利息 63,877

        徴収不能引当金繰入額 1,693

        その他 99,107

    移転費用 2,654,414

      補助金等 2,332,351

      社会保障給付 317,365

      その他 4,698

  経常収益 542,192

    使用料及び手数料 412,868

    その他 129,324

純経常行政コスト 7,339,731

  臨時損失 274,683

    災害復旧事業費 8,167

    資産除売却損 266,516

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 255

    資産売却益 193

    その他 63

純行政コスト 7,614,159



【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 43,607,023 49,731,835 -6,124,812 -

  純行政コスト（△） -7,614,159 -7,614,159 -

  財源 7,688,140 7,688,140 -

    税収等 4,762,392 4,762,392 -

    国県等補助金 2,925,748 2,925,748 -

  本年度差額 73,981 73,981 -

  固定資産等の変動（内部変動） -25,297 25,297

    有形固定資産等の増加 2,215,334 -2,215,334

    有形固定資産等の減少 -2,032,567 2,032,567

    貸付金・基金等の増加 1,957,431 -1,957,431

    貸付金・基金等の減少 -2,165,494 2,165,494

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 233,525 233,525

  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 210 - 210

  本年度純資産変動額 307,716 208,228 99,488 -

本年度末純資産残高 43,914,739 49,940,064 -6,025,324 -

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 6,273,143

    業務費用支出 3,618,729

      人件費支出 1,124,818

      物件費等支出 2,331,110

      支払利息支出 63,877

      その他の支出 98,924

    移転費用支出 2,654,414

      補助金等支出 2,332,351

      社会保障給付支出 317,365

      その他の支出 4,698

  業務収入 8,061,232

    税収等収入 4,650,720

    国県等補助金収入 2,868,692

    使用料及び手数料収入 412,962

    その他の収入 128,858

  臨時支出 8,167

    災害復旧事業費支出 8,167

    その他の支出 -

  臨時収入 7,067

業務活動収支 1,786,988

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,121,073

    公共施設等整備費支出 2,215,334

    基金積立金支出 1,845,739

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 60,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,373,700

    国県等補助金収入 29,283

    基金取崩収入 2,051,864

    貸付金元金回収収入 60,000

    資産売却収入 232,553

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,747,374

【財務活動収支】

  財務活動支出 207,938

    地方債等償還支出 178,960

    その他の支出 28,978

  財務活動収入 -

    地方債等発行収入 -

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 26,796

本年度歳計外現金増減額 -11,791

本年度末歳計外現金残高 15,004

本年度末現金預金残高 508,942

財務活動収支 -207,938

本年度資金収支額 -168,323

前年度末資金残高 662,260

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 493,937


