
【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 535,683,349   固定負債 275,353,872

    有形固定資産 502,174,839     地方債等 202,813,076

      事業用資産 237,494,764     長期未払金 -

        土地 125,252,863     退職手当引当金 17,444,137

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 203,752,972     その他 55,096,660

        建物減価償却累計額 -97,729,295   流動負債 29,908,122

        工作物 21,195,159     １年内償還予定地方債等 20,455,989

        工作物減価償却累計額 -15,315,919     未払金 4,264,269

        船舶 -     未払費用 6,269

        船舶減価償却累計額 -     前受金 27,122

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,355,310

        航空機 -     預り金 843,294

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,955,869

        その他 1,594 負債合計 305,261,995

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 337,389   固定資産等形成分 542,485,756

      インフラ資産 249,641,674   余剰分（不足分） -285,039,207

        土地 38,317,415   他団体出資等分 1,239,109

        建物 11,838,346

        建物減価償却累計額 -3,681,499

        工作物 315,124,045

        工作物減価償却累計額 -117,833,625

        その他 8,781

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 5,868,212

      物品 33,940,440

      物品減価償却累計額 -18,902,038

    無形固定資産 4,586,887

      ソフトウェア 203,659

      その他 4,383,228

    投資その他の資産 28,921,623

      投資及び出資金 1,412,792

        有価証券 1,293,248

        出資金 119,770

        その他 -226

      長期延滞債権 2,771,044

      長期貸付金 2,319,635

      基金 22,847,784

        減債基金 1,883,011

        その他 20,964,773

      その他 17,000

      徴収不能引当金 -446,632

  流動資産 28,264,302

    現金預金 15,513,791

    未収金 3,778,609

    短期貸付金 64,446

    基金 6,737,960

      財政調整基金 6,737,960

      減債基金 -

    棚卸資産 1,555,097

    その他 641,897

    徴収不能引当金 -27,497

  繰延資産 - 純資産合計 258,685,657

資産合計 563,947,652 負債及び純資産合計 563,947,652

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 3,672

    その他 17,778

純行政コスト 205,193,167

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 18,477

  臨時利益 21,450

  臨時損失 1,180,793

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,162,316

    使用料及び手数料 12,686,458

    その他 19,747,718

純経常行政コスト 204,033,824

      社会保障給付 95,777,244

      その他 337,484

  経常収益 32,434,176

        その他 12,782,674

    移転費用 147,807,435

      補助金等 51,692,707

      その他の業務費用 15,065,516

        支払利息 2,287,815

        徴収不能引当金繰入額 -4,973

        維持補修費 3,170,987

        減価償却費 14,725,323

        その他 955,586

        その他 958,418

      物件費等 53,613,442

        物件費 34,761,546

        職員給与費 17,594,209

        賞与等引当金繰入額 1,335,326

        退職手当引当金繰入額 93,653

  経常費用 236,468,000

    業務費用 88,660,565

      人件費 19,981,607

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 261,334,072 541,844,321 -281,760,003 1,249,753

  純行政コスト（△） -205,193,167 -204,978,377 -214,790

  財源 203,038,106 202,833,961 204,145

    税収等 128,313,144 128,311,586 1,558

    国県等補助金 74,724,962 74,522,375 202,587

  本年度差額 -2,155,061 -2,144,416 -10,645

  固定資産等の変動（内部変動） -2,711,546 2,711,546

    有形固定資産等の増加 18,133,071 -18,133,071

    有形固定資産等の減少 -15,509,578 15,509,578

    貸付金・基金等の増加 4,107,477 -4,107,477

    貸付金・基金等の減少 -9,442,516 9,442,516

  資産評価差額 1,012,966 1,012,966

  無償所管換等 -188,386 -188,386

  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 -240,784 -401,193 160,409 -

  その他 -1,077,149 2,929,594 -4,006,744

  本年度純資産変動額 -2,648,415 641,435 -3,279,205 -10,645

本年度末純資産残高 258,685,657 542,485,756 -285,039,208 1,239,109

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 617,660

本年度歳計外現金増減額 164,239

本年度末歳計外現金残高 781,899

本年度末現金預金残高 15,513,791

財務活動収支 4,344,104

本年度資金収支額 2,585,551

前年度末資金残高 12,150,791

比例連結割合変更に伴う差額 -4,450

本年度末資金残高 14,731,892

    地方債等償還支出 7,354,089

    その他の支出 125,596

  財務活動収入 11,823,789

    地方債等発行収入 12,079,892

    その他の収入 -256,103

    資産売却収入 215,538

    その他の収入 225

投資活動収支 -11,453,197

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,479,685

    その他の支出 -

  投資活動収入 10,589,128

    国県等補助金収入 4,480,124

    基金取崩収入 3,013,935

    貸付金元金回収収入 2,879,307

  投資活動支出 22,042,325

    公共施設等整備費支出 17,021,100

    基金積立金支出 1,711,145

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,310,080

    災害復旧事業費支出 831

    その他の支出 4,278

  臨時収入 3,707

業務活動収支 9,694,644

【投資活動収支】

    税収等収入 147,959,088

    国県等補助金収入 72,380,909

    使用料及び手数料収入 11,710,831

    その他の収入 18,220,201

  臨時支出 5,109

    移転費用支出 168,539,004

      補助金等支出 128,554,690

      社会保障給付支出 30,410,253

      その他の支出 199,284

  業務収入 250,271,030

    業務費用支出 72,035,979

      人件費支出 19,059,314

      物件費等支出 37,046,017

      支払利息支出 2,052,074

      その他の支出 13,878,574

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 240,574,983


