
【様式第1号】

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 151,515,635   固定負債 86,827,955

    有形固定資産 135,978,444     地方債等 45,142,083

      事業用資産 56,469,337     長期未払金 -

        土地 31,312,002     退職手当引当金 6,059,724

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 70,416,140     その他 35,626,148

        建物減価償却累計額 -45,521,667   流動負債 6,073,651

        工作物 291,492     １年内償還予定地方債等 3,649,862

        工作物減価償却累計額 -68,712     未払金 1,255,732

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 150

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 585,570

        航空機 -     預り金 582,337

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 92,901,606

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 40,082   固定資産等形成分 155,218,623

      インフラ資産 78,449,467   余剰分（不足分） -86,203,890

        土地 12,817,164   他団体出資等分 -

        建物 1,598,114

        建物減価償却累計額 -842,799

        工作物 88,234,724

        工作物減価償却累計額 -25,146,337

        その他 5,532,683

        その他減価償却累計額 -4,037,018

        建設仮勘定 292,936

      物品 3,051,643

      物品減価償却累計額 -1,992,002

    無形固定資産 7,133,246

      ソフトウェア 68,582

      その他 7,064,663

    投資その他の資産 8,403,945

      投資及び出資金 445,165

        有価証券 -

        出資金 445,165

        その他 -

      長期延滞債権 910,013

      長期貸付金 5,639

      基金 7,211,141

        減債基金 -

        その他 7,211,141

      その他 113

      徴収不能引当金 -168,126

  流動資産 10,400,705

    現金預金 5,584,247

    未収金 1,043,562

    短期貸付金 6,295

    基金 3,696,694

      財政調整基金 3,696,694

      減債基金 -

    棚卸資産 15,618

    その他 132,631

    徴収不能引当金 -78,341

  繰延資産 - 純資産合計 69,014,733

資産合計 161,916,339 負債及び純資産合計 161,916,339

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

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 62,737,367

    業務費用 21,867,483

      人件費 8,397,138

        職員給与費 6,415,377

        賞与等引当金繰入額 575,889

        退職手当引当金繰入額 534,707

        その他 871,166

      物件費等 12,144,123

        物件費 7,225,372

        維持補修費 596,997

        減価償却費 4,317,649

        その他 4,106

      その他の業務費用 1,326,222

        支払利息 645,221

        徴収不能引当金繰入額 78,958

        その他 602,043

    移転費用 40,869,884

      補助金等 29,666,178

      社会保障給付 11,195,087

      その他 8,619

  経常収益 4,472,855

    使用料及び手数料 3,974,163

    その他 498,692

純経常行政コスト 58,264,512

  臨時損失 255,089

    災害復旧事業費 162,679

    資産除売却損 92,253

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 156

  臨時利益 45,929

    資産売却益 9,351

    その他 36,578

純行政コスト 58,473,672



【様式第3号】

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 68,871,405 154,899,422 -86,028,017 -

  純行政コスト（△） -58,473,672 -58,473,672 -

  財源 58,357,668 58,357,668 -

    税収等 40,624,006 40,624,006 -

    国県等補助金 17,733,662 17,733,662 -

  本年度差額 -116,003 -116,003 -

  固定資産等の変動（内部変動） 59,870 -59,870

    有形固定資産等の増加 4,727,739 -4,727,739

    有形固定資産等の減少 -4,409,902 4,409,902

    貸付金・基金等の増加 2,463,517 -2,463,517

    貸付金・基金等の減少 -2,721,484 2,721,484

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 259,331 259,331

  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 - - -

  本年度純資産変動額 143,328 319,201 -175,873 -

本年度末純資産残高 69,014,733 155,218,623 -86,203,890 -

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】

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 58,256,221

    業務費用支出 17,386,338

      人件費支出 8,369,494

      物件費等支出 7,811,868

      支払利息支出 645,221

      その他の支出 559,755

    移転費用支出 40,869,884

      補助金等支出 29,666,178

      社会保障給付支出 11,195,087

      その他の支出 8,619

  業務収入 60,304,832

    税収等収入 39,126,267

    国県等補助金収入 16,602,952

    使用料及び手数料収入 4,098,284

    その他の収入 477,329

  臨時支出 162,679

    災害復旧事業費支出 162,679

    その他の支出 -

  臨時収入 587,326

業務活動収支 2,473,257

【投資活動収支】

  投資活動支出 6,743,434

    公共施設等整備費支出 5,253,414

    基金積立金支出 350,160

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,139,860

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,818,958

    国県等補助金収入 869,698

    基金取崩収入 507,922

    貸付金元金回収収入 1,148,496

    資産売却収入 -46,887

    その他の収入 339,729

投資活動収支 -3,924,476

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,694,143

    地方債等償還支出 3,623,652

    その他の支出 70,491

  財務活動収入 5,011,077

    地方債等発行収入 4,738,900

    その他の収入 272,177

前年度末歳計外現金残高 519,067

本年度歳計外現金増減額 -71,567

本年度末歳計外現金残高 447,500

本年度末現金預金残高 5,584,247

財務活動収支 1,316,933

本年度資金収支額 -134,285

前年度末資金残高 5,271,032

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 5,136,746


