
【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 437,042,422   固定負債 105,796,804

    有形固定資産 422,388,865     地方債等 83,345,462

      事業用資産 147,013,545     長期未払金 630,254

        土地 63,307,016     退職手当引当金 11,226,805

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 135,859,373     その他 10,594,283

        建物減価償却累計額 -68,730,089   流動負債 13,228,442

        工作物 22,912,938     １年内償還予定地方債等 7,454,496

        工作物減価償却累計額 -7,002,192     未払金 3,686,121

        船舶 -     未払費用 12,553

        船舶減価償却累計額 -     前受金 11,502

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,135,262

        航空機 -     預り金 796,718

        航空機減価償却累計額 -     その他 131,790

        その他 676,452 負債合計 119,025,246

        その他減価償却累計額 -41,520 【純資産の部】

        建設仮勘定 31,568   固定資産等形成分 445,803,923

      インフラ資産 271,032,144   余剰分（不足分） -94,986,123

        土地 146,125,609   他団体出資等分 289,985

        建物 4,926,851

        建物減価償却累計額 -1,825,985

        工作物 212,086,622

        工作物減価償却累計額 -93,046,647

        その他 5,104,149

        その他減価償却累計額 -3,664,733

        建設仮勘定 1,326,279

      物品 14,246,193

      物品減価償却累計額 -9,903,017

    無形固定資産 190,798

      ソフトウェア 182,075

      その他 8,724

    投資その他の資産 14,462,759

      投資及び出資金 242,819

        有価証券 -

        出資金 242,819

        その他 -

      長期延滞債権 509,696

      長期貸付金 168,478

      基金 13,049,123

        減債基金 52,963

        その他 12,996,160

      その他 597,362

      徴収不能引当金 -104,719

  流動資産 33,090,609

    現金預金 15,842,326

    未収金 4,506,806

    短期貸付金 -

    基金 8,761,500

      財政調整基金 8,761,500

      減債基金 -

    棚卸資産 4,149,728

    その他 8,755

    徴収不能引当金 -178,506

  繰延資産 - 純資産合計 351,107,785

資産合計 470,133,031 負債及び純資産合計 470,133,031

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）

    資産売却益 45,287

    その他 16,262

純行政コスト 94,880,959

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,597

  臨時利益 61,549

  臨時損失 40,182

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 38,585

    使用料及び手数料 19,521,066

    その他 3,705,792

純経常行政コスト 94,902,325

      社会保障給付 30,484,529

      その他 532,721

  経常収益 23,226,858

        その他 1,987,053

    移転費用 65,502,542

      補助金等 34,485,291

      その他の業務費用 2,674,493

        支払利息 632,170

        徴収不能引当金繰入額 55,269

        維持補修費 1,465,323

        減価償却費 9,063,573

        その他 754,198

        その他 3,630,112

      物件費等 30,612,658

        物件費 19,329,564

        職員給与費 13,546,496

        賞与等引当金繰入額 1,064,240

        退職手当引当金繰入額 1,098,644

  経常費用 118,129,183

    業務費用 52,626,642

      人件費 19,339,491

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



【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 345,734,337 443,668,994 -98,250,418 315,761

  純行政コスト（△） -94,880,959 -94,878,845 -2,114

  財源 100,051,266 100,051,266 -

    税収等 61,755,442 61,755,442 -

    国県等補助金 38,295,823 38,295,823 -

  本年度差額 5,170,307 5,172,421 -2,114

  固定資産等の変動（内部変動） 1,921,915 -1,921,915

    有形固定資産等の増加 10,058,296 -10,058,296

    有形固定資産等の減少 -9,396,145 9,396,145

    貸付金・基金等の増加 4,367,355 -4,367,355

    貸付金・基金等の減少 -3,107,590 3,107,590

  資産評価差額 423 423

  無償所管換等 155,469 155,469

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 23,661 -23,661

  比例連結割合変更に伴う差額 6,935 1,805 5,130 -

  その他 40,315 - 40,315

  本年度純資産変動額 5,373,448 2,079,612 3,319,612 -25,775

本年度末純資産残高 351,107,785 445,748,606 -94,930,806 289,985

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）

前年度末歳計外現金残高 1,561,667

本年度歳計外現金増減額 -788,357

本年度末歳計外現金残高 773,310

本年度末現金預金残高 15,842,326

財務活動収支 -635,986

本年度資金収支額 -322,723

前年度末資金残高 15,386,667

比例連結割合変更に伴う差額 5,073

本年度末資金残高 15,069,017

    地方債等償還支出 8,317,190

    その他の支出 115,605

  財務活動収入 7,796,810

    地方債等発行収入 7,716,810

    その他の収入 80,000

    資産売却収入 113,481

    その他の収入 825,170

投資活動収支 -8,127,776

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,432,795

    その他の支出 47,922

  投資活動収入 6,083,065

    国県等補助金収入 2,255,676

    基金取崩収入 1,959,274

    貸付金元金回収収入 929,464

  投資活動支出 14,210,841

    公共施設等整備費支出 9,875,307

    基金積立金支出 3,386,967

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 900,645

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,597

  臨時収入 14,895

業務活動収支 8,441,039

【投資活動収支】

    税収等収入 61,059,122

    国県等補助金収入 36,066,155

    使用料及び手数料収入 19,520,973

    その他の収入 2,692,987

  臨時支出 1,597

    移転費用支出 65,503,359

      補助金等支出 34,485,291

      社会保障給付支出 30,484,529

      その他の支出 533,539

  業務収入 119,339,237

    業務費用支出 45,408,136

      人件費支出 19,496,360

      物件費等支出 24,252,721

      支払利息支出 632,170

      その他の支出 1,026,884

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 110,911,496


