
【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 7,011,326   固定負債 808,809

    有形固定資産 6,838,202     地方債等 746,954

      事業用資産 2,838,463     長期未払金 -

        土地 42,205     退職手当引当金 60,833

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 4,339,598     その他 1,022

        建物減価償却累計額 -1,811,045   流動負債 94,424

        工作物 303,197     １年内償還予定地方債等 69,497

        工作物減価償却累計額 -46,298     未払金 -

        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 12,444

        航空機 -     預り金 338

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,145

        その他 16,650 負債合計 903,234

        その他減価償却累計額 -5,844 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 7,400,788

      インフラ資産 3,888,733   余剰分（不足分） -796,710

        土地 21,293   他団体出資等分 -

        建物 394,136

        建物減価償却累計額 -282,048

        工作物 6,908,723

        工作物減価償却累計額 -3,192,034

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 38,664

      物品 442,909

      物品減価償却累計額 -331,903

    無形固定資産 17,680

      ソフトウェア 17,680

      その他 -

    投資その他の資産 155,444

      投資及び出資金 48,199

        有価証券 23,526

        出資金 24,673

        その他 -

      長期延滞債権 3,256

      長期貸付金 -

      基金 104,554

        減債基金 1,722

        その他 102,832

      その他 -

      徴収不能引当金 -564

  流動資産 495,985

    現金預金 103,831

    未収金 3,242

    短期貸付金 -

    基金 389,462

      財政調整基金 389,462

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -549

  繰延資産 - 純資産合計 6,604,078

資産合計 7,507,311 負債及び純資産合計 7,507,311

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 1,010,034

    業務費用 826,622

      人件費 193,326

        職員給与費 154,969

        賞与等引当金繰入額 12,444

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 25,913

      物件費等 618,309

        物件費 230,214

        維持補修費 15,443

        減価償却費 372,653

        その他 -

      その他の業務費用 14,987

        支払利息 8,135

        徴収不能引当金繰入額 1,113

        その他 5,738

    移転費用 183,411

      補助金等 163,102

      社会保障給付 20,026

      その他 283

  経常収益 46,022

    使用料及び手数料 19,521

    その他 26,501

純経常行政コスト 964,011

  臨時損失 145

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 145

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 964,156



【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 6,456,756 7,264,827 -808,071 -

  純行政コスト（△） -964,156 -964,156 -

  財源 1,194,487 1,194,487 -

    税収等 626,812 626,812 -

    国県等補助金 567,675 567,675 -

  本年度差額 230,330 230,330 -

  固定資産等の変動（内部変動） 218,971 -218,971

    有形固定資産等の増加 592,421 -592,421

    有形固定資産等の減少 -372,798 372,798

    貸付金・基金等の増加 88,759 -88,759

    貸付金・基金等の減少 -89,412 89,412

  資産評価差額 4,649 4,649

  無償所管換等 -87,659 -87,659

  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 2 - 2

  本年度純資産変動額 147,322 135,961 11,361 -

本年度末純資産残高 6,604,078 7,400,788 -796,710 -

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 634,113

    業務費用支出 450,702

      人件費支出 192,402

      物件費等支出 245,657

      支払利息支出 8,135

      その他の支出 4,508

    移転費用支出 183,411

      補助金等支出 163,102

      社会保障給付支出 20,026

      その他の支出 283

  業務収入 769,107

    税収等収入 626,337

    国県等補助金収入 98,439

    使用料及び手数料収入 18,717

    その他の収入 25,614

  臨時支出 -

    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 134,994

【投資活動収支】

  投資活動支出 674,231

    公共施設等整備費支出 592,421

    基金積立金支出 81,810

    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 550,916

    国県等補助金収入 469,236

    基金取崩収入 81,679

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 1

    その他の収入 -

投資活動収支 -123,315

【財務活動収支】

  財務活動支出 105,654

    地方債等償還支出 93,509

    その他の支出 12,145

  財務活動収入 122,695

    地方債等発行収入 122,695

    その他の収入 0

前年度末歳計外現金残高 679

本年度歳計外現金増減額 -341

本年度末歳計外現金残高 338

本年度末現金預金残高 103,831

財務活動収支 17,042

本年度資金収支額 28,721

前年度末資金残高 74,771

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 103,492


