
【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 19,043,549   固定負債 4,244,184

    有形固定資産 18,236,484     地方債等 4,158,703

      事業用資産 4,648,490     長期未払金 -

        土地 787,481     退職手当引当金 80,681

        立木竹 -     損失補償等引当金 4,086

        建物 8,255,752     その他 714

        建物減価償却累計額 -4,569,490   流動負債 475,583

        工作物 415,306     １年内償還予定地方債等 420,119

        工作物減価償却累計額 -243,248     未払金 2,373

        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 45,720

        航空機 -     預り金 4,919

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,453

        その他 - 負債合計 4,719,767

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,689   固定資産等形成分 20,144,738

      インフラ資産 13,434,089   余剰分（不足分） -4,482,059

        土地 310,127   他団体出資等分 -

        建物 166,478

        建物減価償却累計額 -160,265

        工作物 33,662,193

        工作物減価償却累計額 -20,567,297

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,853

      物品 1,188,826

      物品減価償却累計額 -1,034,921

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 807,065

      投資及び出資金 97,018

        有価証券 51,385

        出資金 45,633

        その他 -

      長期延滞債権 28,317

      長期貸付金 363

      基金 686,383

        減債基金 -

        その他 686,383

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,168

  流動資産 1,338,898

    現金預金 231,654

    未収金 4,783

    短期貸付金 708

    基金 1,100,481

      財政調整基金 1,010,976

      減債基金 89,505

    棚卸資産 1,554

    その他 -

    徴収不能引当金 -283

  繰延資産 - 純資産合計 15,662,680

資産合計 20,382,447 負債及び純資産合計 20,382,447

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）

    資産売却益 1,978

    その他 3,244

純行政コスト 4,592,973

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 5,221

  臨時損失 212,289

    災害復旧事業費 212,289

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 74,895

    その他 263,174

純経常行政コスト 4,385,905

      社会保障給付 190,507

      その他 3,445

  経常収益 338,069

        その他 33,694

    移転費用 2,052,107

      補助金等 1,663,792

      その他の業務費用 77,764

        支払利息 42,890

        徴収不能引当金繰入額 1,179

        維持補修費 69,977

        減価償却費 829,381

        その他 -

        その他 48,932

      物件費等 1,700,890

        物件費 801,531

        職員給与費 749,830

        賞与等引当金繰入額 45,720

        退職手当引当金繰入額 48,732

  経常費用 4,723,974

    業務費用 2,671,867

      人件費 893,214

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】

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 16,236,367 20,669,318 -4,432,950 -

  純行政コスト（△） -4,592,973 -4,592,973 -

  財源 4,018,773 4,018,773 -

    税収等 2,899,444 2,899,444 -

    国県等補助金 1,119,330 1,119,330 -

  本年度差額 -574,200 -574,200 -

  固定資産等の変動（内部変動） -524,629 524,629

    有形固定資産等の増加 112,637 -112,637

    有形固定資産等の減少 -829,381 829,381

    貸付金・基金等の増加 214,367 -214,367

    貸付金・基金等の減少 -22,252 22,252

  資産評価差額 50 50

  無償所管換等 - -

  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 462 - 462

  本年度純資産変動額 -573,687 -524,579 -49,108 -

本年度末純資産残高 15,662,680 20,144,738 -4,482,059 -

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）

前年度末歳計外現金残高 4,970

本年度歳計外現金増減額 -52

本年度末歳計外現金残高 4,919

本年度末現金預金残高 231,654

財務活動収支 -35,679

本年度資金収支額 -73,664

前年度末資金残高 300,399

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 226,735

    地方債等償還支出 377,274

    その他の支出 7,023

  財務活動収入 348,618

    地方債等発行収入 318,023

    その他の収入 30,595

    資産売却収入 1,978

    その他の収入 741

投資活動収支 -242,826

【財務活動収支】

  財務活動支出 384,296

    その他の支出 -

  投資活動収入 73,511

    国県等補助金収入 53,473

    基金取崩収入 9,991

    貸付金元金回収収入 7,328

  投資活動支出 316,338

    公共施設等整備費支出 112,637

    基金積立金支出 197,201

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,500

    災害復旧事業費支出 212,289

    その他の支出 -

  臨時収入 336,703

業務活動収支 204,841

【投資活動収支】

    税収等収入 2,868,942

    国県等補助金収入 729,154

    使用料及び手数料収入 75,054

    その他の収入 246,593

  臨時支出 212,289

    移転費用支出 2,050,323

      補助金等支出 1,663,792

      社会保障給付支出 190,507

      その他の支出 1,661

  業務収入 3,919,744

    業務費用支出 1,788,994

      人件費支出 841,082

      物件費等支出 871,508

      支払利息支出 42,890

      その他の支出 33,514

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 3,839,317


