
【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 189,673,721   固定負債 54,969,266

    有形固定資産 174,948,577     地方債等 47,327,084

      事業用資産 69,610,704     長期未払金 -

        土地 10,355,981     退職手当引当金 2,477,636

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 99,455,270     その他 5,164,546

        建物減価償却累計額 -44,644,132   流動負債 5,733,839

        工作物 3,949,400     １年内償還予定地方債等 4,752,618

        工作物減価償却累計額 -1,879,575     未払金 206,939

        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 371,644

        航空機 -     預り金 324,974

        航空機減価償却累計額 -     その他 77,664

        その他 - 負債合計 60,703,104

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,373,759   固定資産等形成分 194,988,963

      インフラ資産 104,740,461   余剰分（不足分） -54,160,196

        土地 37,471,097   他団体出資等分 -

        建物 1,609,264

        建物減価償却累計額 -806,795

        工作物 126,427,443

        工作物減価償却累計額 -64,736,962

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,776,415

      物品 2,440,261

      物品減価償却累計額 -1,842,849

    無形固定資産 128,205

      ソフトウェア 44,676

      その他 83,529

    投資その他の資産 14,596,939

      投資及び出資金 848,979

        有価証券 192,935

        出資金 645,974

        その他 10,070

      長期延滞債権 1,112,908

      長期貸付金 555,469

      基金 12,150,043

        減債基金 6,044,278

        その他 6,105,765

      その他 -

      徴収不能引当金 -70,460

  流動資産 11,858,150

    現金預金 5,695,991

    未収金 884,136

    短期貸付金 51,322

    基金 5,263,920

      財政調整基金 5,263,920

      減債基金 -

    棚卸資産 7,128

    その他 600

    徴収不能引当金 -44,947

  繰延資産 - 純資産合計 140,828,767

資産合計 201,531,871 負債及び純資産合計 201,531,871

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 78,804,991

    業務費用 22,610,734

      人件費 7,200,520

        職員給与費 5,552,087

        賞与等引当金繰入額 367,490

        退職手当引当金繰入額 14,638

        その他 1,266,304

      物件費等 14,288,656

        物件費 7,806,270

        維持補修費 641,226

        減価償却費 5,841,160

        その他 -

      その他の業務費用 1,121,557

        支払利息 546,132

        徴収不能引当金繰入額 115,106

        その他 460,320

    移転費用 56,194,257

      補助金等 39,617,367

      社会保障給付 14,512,194

      その他 763,106

  経常収益 4,626,183

    使用料及び手数料 3,289,594

    その他 1,336,589

純経常行政コスト 74,178,808

  臨時損失 5,247,602

    災害復旧事業費 43,552

    資産除売却損 5,203,934

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 116

  臨時利益 12,003

    資産売却益 11,995

    その他 9

純行政コスト 79,414,407



【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 142,952,878 199,633,011 -56,680,133 -

  純行政コスト（△） -79,414,407 -79,414,407 -

  財源 76,533,288 76,533,288 -

    税収等 43,039,406 43,039,406 -

    国県等補助金 33,493,881 33,493,881 -

  本年度差額 -2,881,119 -2,881,119 -

  固定資産等の変動（内部変動） -5,354,334 5,354,334

    有形固定資産等の増加 4,827,186 -4,827,186

    有形固定資産等の減少 -11,046,040 11,046,040

    貸付金・基金等の増加 5,018,939 -5,018,939

    貸付金・基金等の減少 -4,154,419 4,154,419

  資産評価差額 -402,342 -402,342

  無償所管換等 1,112,628 1,112,628

  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 46,722 - 46,722

  本年度純資産変動額 -2,124,111 -4,644,048 2,519,937 -

本年度末純資産残高 140,828,767 194,988,963 -54,160,196 -

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 72,815,509

    業務費用支出 16,621,251

      人件費支出 7,241,463

      物件費等支出 8,451,762

      支払利息支出 546,132

      その他の支出 381,895

    移転費用支出 56,194,257

      補助金等支出 39,617,367

      社会保障給付支出 14,512,194

      その他の支出 763,106

  業務収入 78,353,316

    税収等収入 43,182,576

    国県等補助金収入 30,880,654

    使用料及び手数料収入 3,293,475

    その他の収入 996,610

  臨時支出 43,645

    災害復旧事業費支出 43,552

    その他の支出 93

  臨時収入 9

業務活動収支 5,494,170

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,929,157

    公共施設等整備費支出 4,881,480

    基金積立金支出 3,047,676

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,662,669

    国県等補助金収入 2,637,331

    基金取崩収入 1,920,658

    貸付金元金回収収入 74,206

    資産売却収入 12,122

    その他の収入 18,351

投資活動収支 -3,266,488

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,981,121

    地方債等償還支出 4,595,493

    その他の支出 385,628

  財務活動収入 3,188,823

    地方債等発行収入 3,175,350

    その他の収入 13,473

前年度末歳計外現金残高 250,925

本年度歳計外現金増減額 5,462

本年度末歳計外現金残高 256,387

本年度末現金預金残高 5,695,991

財務活動収支 -1,792,298

本年度資金収支額 435,384

前年度末資金残高 5,004,220

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 5,439,604


