
 

【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 34,468,939   固定負債 6,627,883

    有形固定資産 26,893,567     地方債等 5,812,117

      事業用資産 10,263,009     長期未払金 246,265

        土地 2,459,717     退職手当引当金 529,458

        立木竹 2,344,773     損失補償等引当金 -

        建物 14,104,125     その他 40,044

        建物減価償却累計額 -9,275,080   流動負債 859,305

        工作物 363,536     １年内償還予定地方債等 682,085

        工作物減価償却累計額 -260,538     未払金 78,329

        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 98,069

        航空機 -     預り金 821

        航空機減価償却累計額 -     その他 1

        その他 45,991 負債合計 7,487,188

        その他減価償却累計額 -26,952 【純資産の部】

        建設仮勘定 507,437   固定資産等形成分 34,756,363

      インフラ資産 16,207,603   余剰分（不足分） -6,894,765

        土地 5,524   他団体出資等分 -

        建物 5,318,801

        建物減価償却累計額 -2,688,218

        工作物 35,162,559

        工作物減価償却累計額 -21,645,582

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 54,519

      物品 2,287,303

      物品減価償却累計額 -1,864,349

    無形固定資産 83,307

      ソフトウェア 83,055

      その他 251

    投資その他の資産 7,492,066

      投資及び出資金 42,999

        有価証券 30,563

        出資金 12,436

        その他 -

      長期延滞債権 51,384

      長期貸付金 40,376

      基金 7,318,038

        減債基金 443,555

        その他 6,874,484

      その他 49,940

      徴収不能引当金 -10,671

  流動資産 879,847

    現金預金 118,150

    未収金 468,709

    短期貸付金 -

    基金 287,424

      財政調整基金 287,424

      減債基金 -

    棚卸資産 3,647

    その他 1,918

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 27,861,598

資産合計 35,348,786 負債及び純資産合計 35,348,786

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）

科目名

    資産売却益 3,862

    その他 8,998

純行政コスト 8,660,522

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 379,581

  臨時利益 12,860

  臨時損失 379,581

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 833,441

    その他 334,155

純経常行政コスト 8,293,800

      社会保障給付 470,637

      その他 11,736

  経常収益 1,167,597

        その他 72,023

    移転費用 4,405,617

      補助金等 3,923,244

      その他の業務費用 125,868

        支払利息 60,310

        徴収不能引当金繰入額 -6,464

        維持補修費 509,229

        減価償却費 1,283,288

        その他 11,606

        その他 354,997

      物件費等 3,264,609

        物件費 1,460,485

        職員給与費 1,446,567

        賞与等引当金繰入額 44,450

        退職手当引当金繰入額 -180,712

  経常費用 9,461,397

    業務費用 5,055,780

      人件費 1,665,302

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

金額



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式第3号】

（単位：千円）

科目名 金額 固定資産等形成分 余剰分 他団体等出資等分

前年度末純資産残高 28,741,774 35,463,572 -6,721,799 -

  純行政コスト（△） -8,660,522 -8,660,522 -

  財源 7,814,328 7,814,328 -

    税収等 5,698,893 5,698,893 -

    国県等補助金 2,115,435 2,115,435 -

  本年度差額 -846,194 -846,194 -

  固定資産等の変動（内部変動） -636,648 636,648

    有形固定資産等の増加 1,089,024 -1,089,024

    有形固定資産等の減少 -1,296,641 1,296,641

    貸付金・基金等の増加 610,076 -610,076

    貸付金・基金等の減少 -1,039,106 1,039,106

  資産評価差額 -86,825 -86,825

  無償所管換等 656 656

  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 51,719 15,607 36,111 -

  その他 217 0 217

  本年度純資産変動額 -880,428 -707,210 -173,218 -

本年度末純資産残高 27,861,598 34,756,363 -6,894,765 -

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）

科目名

前年度末歳計外現金残高 0

本年度歳計外現金増減額 739

本年度末歳計外現金残高 739

本年度末現金預金残高 118,150

財務活動収支 305,505

本年度資金収支額 -35,113

前年度末資金残高 115,947

比例連結割合変更に伴う差額 36,578

本年度末資金残高 117,411

    地方債等償還支出 699,179

    その他の支出 33,699

  財務活動収入 1,038,383

    地方債等発行収入 1,038,383

    その他の収入 -

    資産売却収入 17,384

    その他の収入 217,951

投資活動収支 -903,305

【財務活動収支】

  財務活動支出 732,878

    その他の支出 -

  投資活動収入 716,414

    国県等補助金収入 240

    基金取崩収入 383,039

    貸付金元金回収収入 97,800

  投資活動支出 1,619,720

    公共施設等整備費支出 1,097,484

    基金積立金支出 450,844

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 71,392

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 562,687

【投資活動収支】

    税収等収入 5,693,950

    国県等補助金収入 2,115,195

    使用料及び手数料収入 798,538

    その他の収入 308,075

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,405,617

      補助金等支出 3,923,244

      社会保障給付支出 470,637

      その他の支出 11,736

  業務収入 8,915,758

    業務費用支出 3,947,454

      人件費支出 1,845,989

      物件費等支出 1,969,861

      支払利息支出 60,310

      その他の支出 71,294

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

金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,353,071


