
【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 43,248,822   固定負債 10,159,484

    有形固定資産 39,368,670     地方債等 7,652,655

      事業用資産 15,285,972     長期未払金 -

        土地 3,429,016     退職手当引当金 1,639,712

        立木竹 -     損失補償等引当金 78,289

        建物 21,559,706     その他 788,827

        建物減価償却累計額 -11,068,473   流動負債 1,088,329

        工作物 2,334,173     １年内償還予定地方債等 901,143

        工作物減価償却累計額 -1,094,680     未払金 55,878

        船舶 -     未払費用 731

        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 99,706

        航空機 -     預り金 30,197

        航空機減価償却累計額 -     その他 674

        その他 - 負債合計 11,247,813

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 126,230   固定資産等形成分 45,128,874

      インフラ資産 23,691,990   余剰分（不足分） -10,626,223

        土地 943,415   他団体出資等分 -

        建物 4,540,707

        建物減価償却累計額 -2,566,571

        工作物 47,187,084

        工作物減価償却累計額 -27,387,042

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 974,398

      物品 1,555,325

      物品減価償却累計額 -1,164,617

    無形固定資産 243,026

      ソフトウェア 32,516

      その他 210,510

    投資その他の資産 3,637,126

      投資及び出資金 241,025

        有価証券 88,827

        出資金 152,198

        その他 -

      長期延滞債権 104,004

      長期貸付金 56,278

      基金 3,244,363

        減債基金 59,546

        その他 3,184,817

      その他 1,245

      徴収不能引当金 -9,789

  流動資産 2,501,642

    現金預金 510,389

    未収金 114,330

    短期貸付金 -

    基金 1,880,051

      財政調整基金 1,880,051

      減債基金 -

    棚卸資産 2,054

    その他 1,757

    徴収不能引当金 -6,939

  繰延資産 - 純資産合計 34,502,651

資産合計 45,750,464 負債及び純資産合計 45,750,464

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 10,173,764

    業務費用 5,854,655

      人件費 1,829,994

        職員給与費 1,444,921

        賞与等引当金繰入額 99,706

        退職手当引当金繰入額 81,402

        その他 203,966

      物件費等 3,794,769

        物件費 1,644,928

        維持補修費 256,095

        減価償却費 1,834,941

        その他 58,805

      その他の業務費用 229,893

        支払利息 113,012

        徴収不能引当金繰入額 20,045

        その他 96,836

    移転費用 4,319,109

      補助金等 3,923,968

      社会保障給付 371,820

      その他 23,320

  経常収益 803,539

    使用料及び手数料 325,596

    その他 477,943

純経常行政コスト 9,370,225

  臨時損失 144,518

    災害復旧事業費 53,018

    資産除売却損 90,224

    損失補償等引当金繰入額 700

    その他 576

  臨時利益 9,479

    資産売却益 9,458

    その他 21

純行政コスト 9,505,264



【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 34,473,286 45,214,417 -10,741,131 -

  純行政コスト（△） -9,505,264 -9,505,264 -

  財源 9,755,286 9,755,286 -

    税収等 5,841,238 5,841,238 -

    国県等補助金 3,914,048 3,914,048 -

  本年度差額 250,022 250,022 -

  固定資産等の変動（内部変動） 49,977 -49,977

    有形固定資産等の増加 1,860,869 -1,860,869

    有形固定資産等の減少 -1,901,334 1,901,334

    貸付金・基金等の増加 564,285 -564,285

    貸付金・基金等の減少 -473,843 473,843

  資産評価差額 132 132

  無償所管換等 1 1

  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 -5,224 53,546 -58,770 -

  その他 -215,567 -189,200 -26,367

  本年度純資産変動額 29,365 -85,543 114,908 -

本年度末純資産残高 34,502,651 45,128,874 -10,626,223 -

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 8,257,648

    業務費用支出 3,938,540

      人件費支出 1,751,917

      物件費等支出 1,979,565

      支払利息支出 116,704

      その他の支出 90,354

    移転費用支出 4,319,109

      補助金等支出 3,923,968

      社会保障給付支出 371,820

      その他の支出 23,320

  業務収入 9,091,573

    税収等収入 5,771,110

    国県等補助金収入 2,636,399

    使用料及び手数料収入 329,722

    その他の収入 354,342

  臨時支出 53,219

    災害復旧事業費支出 53,018

    その他の支出 201

  臨時収入 25,210

業務活動収支 805,916

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,222,589

    公共施設等整備費支出 1,836,413

    基金積立金支出 383,176

    投資及び出資金支出 3,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,551,838

    国県等補助金収入 1,252,460

    基金取崩収入 277,119

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 14,742

    その他の収入 7,517

投資活動収支 -670,751

【財務活動収支】

  財務活動支出 936,201

    地方債等償還支出 935,051

    その他の支出 1,150

  財務活動収入 666,838

    地方債等発行収入 650,779

    その他の収入 16,059

前年度末歳計外現金残高 20,144

本年度歳計外現金増減額 9,670

本年度末歳計外現金残高 29,814

本年度末現金預金残高 510,389

財務活動収支 -269,363

本年度資金収支額 -134,198

前年度末資金残高 618,305

比例連結割合変更に伴う差額 -3,533

本年度末資金残高 480,574


