
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 101,085,102 固定負債 49,576,233

有形固定資産 91,856,802 地方債等 41,729,088

事業用資産 70,088,499 ※ 長期未払金 273,781

土地 57,253,443 退職手当引当金 7,008,223

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 38,534,222 その他 565,141

建物減価償却累計額 △ 27,706,245 流動負債 5,502,243 ※

工作物 2,434,203 1年内償還予定地方債等 3,958,732

工作物減価償却累計額 △ 1,386,122 未払金 340,681

船舶 - 未払費用 13,040

船舶減価償却累計額 - 前受金 1,780

浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 653,247

航空機 - 預り金 532,969

航空機減価償却累計額 - その他 1,795

その他 1,401 55,078,475 ※

その他減価償却累計額 △ 1,228 【純資産の部】

建設仮勘定 958,826 固定資産等形成分 106,153,513

インフラ資産 21,316,828 余剰分（不足分） △ 48,140,687

土地 14,097,341 他団体出資等分 △ 290

建物 86,798

建物減価償却累計額 △ 79,033

工作物 29,117,303

工作物減価償却累計額 △ 22,423,979

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 518,398

物品 2,614,481

物品減価償却累計額 △ 2,163,006

無形固定資産 14,725

ソフトウェア 14,725

その他 -

投資その他の資産 9,213,575

投資及び出資金 564,521

有価証券 545,098

出資金 19,423

その他 -

長期延滞債権 882,872

長期貸付金 8,291

基金 7,951,276

減債基金 65,207

その他 7,886,069

その他 10,009

徴収不能引当金 △ 203,394

流動資産 12,005,909

現金預金 5,581,122

未収金 982,565

短期貸付金 -

基金 5,068,411

財政調整基金 5,067,911

減債基金 500

棚卸資産 380,081

その他 1,207

徴収不能引当金 △ 7,477 58,012,536

113,091,011 113,091,011

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

科目 科目

【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成３０年　３月３１日現在）

金額 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 102,023,703

業務費用 33,976,074

人件費 10,083,074

職員給与費 7,537,150

賞与等引当金繰入額 651,753

退職手当引当金繰入額 710,312

その他 1,183,859

物件費等 15,312,643

物件費 12,428,053

維持補修費 809,453

減価償却費 1,812,331

その他 262,806

その他の業務費用 8,580,357

支払利息 406,746

徴収不能引当金繰入額 211,218

その他 7,962,393

移転費用 68,047,629

補助金等 53,059,256

社会保障給付 13,885,351

その他 1,103,022

経常収益 12,376,957

使用料及び手数料 5,980,376

その他 6,396,581

純経常行政コスト △ 89,646,746

臨時損失 145,357

災害復旧事業費 -

資産除売却損 144,315

損失補償等引当金繰入額 -

その他 1,042

臨時利益 115,311

資産売却益 114,179

その他 1,132

純行政コスト △ 89,676,791 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

科目

【様式第２号】

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



(単位：千円）

前年度末純資産残高 56,361,091 104,566,408 △ 48,205,317 -

純行政コスト（△） △ 89,676,791 △ 89,676,791 -

財源 91,169,970 91,169,970 -

税収等 57,890,000 57,890,000 -

国県等補助金 33,279,970 33,279,970 -

本年度差額 1,493,179 1,493,179 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,428,460 △ 1,428,460

有形固定資産等の増加 3,424,802 △ 3,424,802

有形固定資産等の減少 △ 2,967,667 2,967,667

貸付金・基金等の増加 2,084,672 △ 2,084,672

貸付金・基金等の減少 △ 1,113,347 1,113,347

資産評価差額 - -

無償所管換等 160,057 160,057

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 △ 290 △ 290

その他 △ 1,501 △ 1,412 △ 89 -

本年度純資産変動額 1,651,445 1,587,105 64,630 △ 290

本年度末純資産残高 58,012,536 106,153,513 △ 48,140,687 △ 290

科目

【様式第３号】

自　　平成２９年　４月　１日
連結純資産変動計算書

至　　平成３０年　３月３１日

合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資分



【業務活動収支】

業務支出 99,985,324

業務費用支出 31,908,352
人件費支出 9,786,011
物件費等支出 13,916,495
支払利息支出 406,746
その他の支出 7,799,100

移転費用支出 68,076,972
補助金等支出 53,088,716
社会保障給付支出 13,885,351
その他の支出 1,102,905

業務収入 102,783,474
税収等収入 57,678,570
国県等補助金収入 32,669,087
使用料及び手数料収入 3,571,344
その他の収入 8,864,473

臨時支出 12
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 12

臨時収入 2,650
業務活動収支 2,800,788
【投資活動収支】

投資活動支出 4,064,769
公共施設等整備費支出 1,939,828
基金積立金支出 2,070,526
投資及び出資金支出 39,070
貸付金支出 15,345
その他の支出 -

投資活動収入 1,839,516
国県等補助金収入 576,481
基金取崩収入 1,099,174
貸付金元金回収収入 16,310
資産売却収入 147,551
その他の収入 -

投資活動収支 △ 2,225,253
【財務活動収支】

財務活動支出 6,751,298
地方債等償還支出 6,705,166
その他の支出 46,132

財務活動収入 6,769,083
地方債等発行収入 6,769,083
その他の収入 -

財務活動収支 17,785
593,320

4,365,944
比例連結割合変更に伴う差額 △ 3

4,959,261

前年度末歳計外現金残高 613,921
本年度歳計外現金増減額 7,940
本年度末歳計外現金残高 621,861
本年度末現金預金残高 5,581,122

【様式第４号】

（単位：千円）

前年度末資金残高

本年度末資金残高

本年度資金収支額

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 金額


