
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 43,809,820   固定負債 15,491,169

    有形固定資産 40,492,713     地方債等 11,244,731

      事業用資産 19,963,548     長期未払金 112,940

        土地 9,841,244     退職手当引当金 1,679,329

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 26,527,486     その他 2,454,170

        建物減価償却累計額 -18,290,574   流動負債 1,699,575

        工作物 1,250,106     １年内償還予定地方債等 869,113

        工作物減価償却累計額 -352,487     未払金 261,515

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 252

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 136,526

        航空機 -     預り金 65,423

        航空機減価償却累計額 -     その他 366,746

        その他 - 負債合計 17,190,744

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 987,774   固定資産等形成分 45,342,171

      インフラ資産 20,295,519   余剰分（不足分） -14,777,303

        土地 5,640,007   他団体出資等分 -

        建物 1,429,495

        建物減価償却累計額 -790,784

        工作物 33,755,437

        工作物減価償却累計額 -19,814,133

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 75,497

      物品 755,970

      物品減価償却累計額 -522,324

    無形固定資産 915,490

      ソフトウェア 222,227

      その他 693,264

    投資その他の資産 2,401,616

      投資及び出資金 213,817

        有価証券 205,701

        出資金 8,116

        その他 -

      長期延滞債権 591,585

      長期貸付金 14,132

      基金 1,584,459

        減債基金 74,868

        その他 1,509,591

      その他 14,105

      徴収不能引当金 -16,483

  流動資産 3,945,791

    現金預金 2,067,795

    未収金 313,824

    短期貸付金 7,100

    基金 1,525,251

      財政調整基金 1,525,251

      減債基金 -

    棚卸資産 35,453

    その他 1,903

    徴収不能引当金 -5,534

  繰延資産 - 純資産合計 30,564,867

資産合計 47,755,611 負債及び純資産合計 47,755,611

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （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 15,931,492

    業務費用 6,135,931

      人件費 1,953,206

        職員給与費 1,559,016

        賞与等引当金繰入額 135,705

        退職手当引当金繰入額 4,148

        その他 254,338

      物件費等 3,780,038

        物件費 2,011,617

        維持補修費 204,800

        減価償却費 1,562,305

        その他 1,317

      その他の業務費用 402,686

        支払利息 142,960

        徴収不能引当金繰入額 21,937

        その他 237,789

    移転費用 9,795,561

      補助金等 5,433,761

      社会保障給付 4,297,637

      その他 64,163

  経常収益 1,429,590

    使用料及び手数料 1,047,448

    その他 382,142

純経常行政コスト 14,501,902

  臨時損失 89,852

    災害復旧事業費 69,527

    資産除売却損 19,970

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 355

  臨時利益 39,295

    資産売却益 3,620

    その他 35,675

純行政コスト 14,552,459



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 30,898,793 45,919,057 -15,020,264 -

  純行政コスト（△） -14,552,459 -14,552,459 -

  財源 14,178,163 14,178,163 -

    税収等 9,873,279 9,873,279 -

    国県等補助金 4,304,884 4,304,884 -

  本年度差額 -374,296 -374,296 -

  固定資産等の変動（内部変動） -585,214 585,214

    有形固定資産等の増加 1,623,894 -1,623,894

    有形固定資産等の減少 -1,598,460 1,598,460

    貸付金・基金等の増加 894,786 -894,786

    貸付金・基金等の減少 -1,505,433 1,505,433

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 51 51

  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 3,569 8,276 -4,707 -

  その他 36,750 - 36,750

  本年度純資産変動額 -333,926 -576,887 242,961 -

本年度末純資産残高 30,564,867 45,342,171 -14,777,303 -

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：連結会計 （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 14,278,868

    業務費用支出 4,483,024

      人件費支出 1,954,619

      物件費等支出 2,218,354

      支払利息支出 142,040

      その他の支出 168,010

    移転費用支出 9,795,844

      補助金等支出 5,433,761

      社会保障給付支出 4,297,637

      その他の支出 64,447

  業務収入 15,258,652

    税収等収入 9,808,747

    国県等補助金収入 4,057,049

    使用料及び手数料収入 1,029,846

    その他の収入 363,011

  臨時支出 965,547

    災害復旧事業費支出 69,527

    その他の支出 896,020

  臨時収入 48

業務活動収支 14,285

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,321,071

    公共施設等整備費支出 1,623,894

    基金積立金支出 591,653

    投資及び出資金支出 105,070

    貸付金支出 453

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,846,972

    国県等補助金収入 321,734

    基金取崩収入 1,491,815

    貸付金元金回収収入 12,258

    資産売却収入 21,165

    その他の収入 -

投資活動収支 -474,098

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,080,979

    地方債等償還支出 740,943

    その他の支出 340,035

  財務活動収入 1,956,776

    地方債等発行収入 1,722,464

    その他の収入 234,312

前年度末歳計外現金残高 21,562

本年度歳計外現金増減額 -10,826

本年度末歳計外現金残高 10,735

本年度末現金預金残高 2,067,795

財務活動収支 875,797

本年度資金収支額 415,984

前年度末資金残高 1,638,685

比例連結割合変更に伴う差額 2,390

本年度末資金残高 2,057,060


