
【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 433,816,553   固定負債 102,318,455

    有形固定資産 419,240,573     地方債等 77,010,954

      事業用資産 144,057,840     長期未払金 630,254

        土地 61,827,899     退職手当引当金 11,226,805

        立木竹 -     損失補償等引当金 3,169,226

        建物 133,006,353     その他 10,281,217

        建物減価償却累計額 -67,349,446   流動負債 12,055,723

        工作物 22,874,645     １年内償還予定地方債等 7,454,496

        工作物減価償却累計額 -6,967,882     未払金 2,569,913

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 17

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,135,064

        航空機 -     預り金 773,310

        航空機減価償却累計額 -     その他 122,923

        その他 676,079 負債合計 114,374,178

        その他減価償却累計額 -41,376 【純資産の部】

        建設仮勘定 31,568   固定資産等形成分 442,578,053

      インフラ資産 271,032,144   余剰分（不足分） -96,620,227

        土地 146,125,609   他団体出資等分 -

        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 13,338,149

      物品減価償却累計額 -9,187,561

    無形固定資産 32,703

      ソフトウェア 24,132

      その他 8,571

    投資その他の資産 14,543,277

      投資及び出資金 500,759

        有価証券 -

        出資金 500,759

        その他 -

      長期延滞債権 482,147

      長期貸付金 243,478

      基金 12,833,373

        減債基金 52,963

        その他 12,780,410

      その他 588,239

      徴収不能引当金 -104,719

  流動資産 26,515,451

    現金預金 14,426,459

    未収金 3,396,992

    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 107,853

    その他 1,000

    徴収不能引当金 -178,351

  繰延資産 - 純資産合計 345,957,826

資産合計 460,332,004 負債及び純資産合計 460,332,004

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 16,090

純行政コスト 82,348,539

    損失補償等引当金繰入額 3,169,226

    その他 1,597

  臨時利益 61,377

  臨時損失 3,209,408

    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 2,478,728

純経常行政コスト 79,200,508

      社会保障給付 11,506,857

      その他 395,373

  経常収益 21,999,794

        その他 1,584,951

    移転費用 50,232,783

      補助金等 38,330,553

      その他の業務費用 2,267,764

        支払利息 627,543

        徴収不能引当金繰入額 55,269

        維持補修費 1,449,792

        減価償却費 8,986,997

        その他 20,592

        その他 3,587,492

      物件費等 29,539,195

        物件費 19,081,813

        職員給与費 13,410,383

        賞与等引当金繰入額 1,064,042

        退職手当引当金繰入額 1,098,644

  経常費用 101,200,302

    業務費用 50,967,518

      人件費 19,160,560

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 343,809,035 440,507,907 -96,722,533 23,661

  純行政コスト（△） -82,348,539 -82,348,539 -

  財源 84,301,124 84,301,124 -

    税収等 61,755,096 61,755,096 -

    国県等補助金 22,546,028 22,546,028 -

  本年度差額 1,952,585 1,952,585 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,858,938 -1,858,938

    有形固定資産等の増加 9,926,776 -9,926,776

    有形固定資産等の減少 -9,319,570 9,319,570

    貸付金・基金等の増加 4,359,322 -4,359,322

    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 - - - -

  その他 40,315 - 40,315

  本年度純資産変動額 2,148,791 2,014,829 157,622 -23,661

本年度末純資産残高 345,957,826 442,522,736 -96,564,910 -

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 14,426,459

財務活動収支 -3,737,389

本年度資金収支額 -252,202

前年度末資金残高 13,905,351

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 13,653,149

    地方債等償還支出 7,725,083

    その他の支出 115,605

  財務活動収入 4,103,300

    地方債等発行収入 4,023,300

    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 -7,996,256

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,840,689

    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 14,079,321

    公共施設等整備費支出 9,743,787

    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 11,481,443

【投資活動収支】

    税収等収入 61,058,775

    国県等補助金収入 20,316,360

    使用料及び手数料収入 19,520,973

    その他の収入 2,472,477

  臨時支出 1,597

    移転費用支出 50,233,601

      補助金等支出 38,330,553

      社会保障給付支出 11,506,857

      その他の支出 396,191

  業務収入 103,368,585

    業務費用支出 41,666,838

      人件費支出 19,317,207

      物件費等支出 21,100,423

      支払利息支出 627,543

      その他の支出 621,665

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 91,900,439


