
【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 59,581,024   固定負債 16,317,577

    有形固定資産 52,512,619     地方債等 13,268,446

      事業用資産 22,800,727     長期未払金 -

        土地 12,808,095     退職手当引当金 2,420,526

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 25,073,349     その他 628,606

        建物減価償却累計額 -15,742,766   流動負債 2,512,144

        工作物 1,272,673     １年内償還予定地方債等 1,732,747

        工作物減価償却累計額 -827,889     未払金 112,738

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 24,103

        浮標等 -     前受収益 1,323

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 180,569

        航空機 -     預り金 373,185

        航空機減価償却累計額 -     その他 87,479

        その他 - 負債合計 18,829,721

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 217,266   固定資産等形成分 67,043,629

      インフラ資産 29,134,565   余剰分（不足分） -15,465,243

        土地 13,195,864   他団体出資等分 -

        建物 3,368,372

        建物減価償却累計額 -2,097,202

        工作物 47,882,790

        工作物減価償却累計額 -33,229,187

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 13,927

      物品 4,451,220

      物品減価償却累計額 -3,873,892

    無形固定資産 254,712

      ソフトウェア 131,432

      その他 123,281

    投資その他の資産 6,813,692

      投資及び出資金 425,695

        有価証券 401,849

        出資金 23,846

        その他 -

      長期延滞債権 402,527

      長期貸付金 1,001,205

      基金 5,002,191

        減債基金 -

        その他 5,002,191

      その他 663

      徴収不能引当金 -18,589

  流動資産 10,827,083

    現金預金 2,863,845

    未収金 297,957

    短期貸付金 1,451

    基金 7,461,154

      財政調整基金 7,325,604

      減債基金 135,550

    棚卸資産 197,423

    その他 11,207

    徴収不能引当金 -5,954

  繰延資産 - 純資産合計 51,578,386

資産合計 70,408,107 負債及び純資産合計 70,408,107

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）

    資産売却益 768,778

    その他 9,067

純行政コスト 23,963,886

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 87,753

  臨時利益 777,845

  臨時損失 167,451

    災害復旧事業費 13,676

    資産除売却損 66,022

    使用料及び手数料 785,060

    その他 1,299,466

純経常行政コスト 24,574,280

      社会保障給付 8,185,108

      その他 4,947

  経常収益 2,084,525

      他会計への繰出金 980,000

        その他 977,607

    移転費用 17,600,809

      補助金等 8,430,754

      その他の業務費用 1,106,419

        支払利息 115,830

        徴収不能引当金繰入額 12,981

        維持補修費 338,424

        減価償却費 1,377,024

        その他 30,306

        その他 319,667

      物件費等 4,783,169

        物件費 3,037,415

        職員給与費 2,410,342

        賞与等引当金繰入額 180,950

        退職手当引当金繰入額 257,449

  経常費用 26,658,806

    業務費用 9,057,997

      人件費 3,168,408

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】

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 50,690,825 65,925,016 -15,234,191 -

  純行政コスト（△） -23,963,886 -23,963,886 -

  財源 24,781,780 24,781,780 -

    税収等 17,727,777 17,727,777 -

    国県等補助金 7,054,003 7,054,003 -

  本年度差額 817,893 817,893 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,041,770 -1,041,770

    有形固定資産等の増加 1,191,265 -1,191,265

    有形固定資産等の減少 -1,575,938 1,575,938

    貸付金・基金等の増加 2,854,166 -2,854,166

    貸付金・基金等の減少 -1,427,724 1,427,724

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 49,089 49,089

  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 20,579 27,182 -6,603 -

  その他 - 572 -572

  本年度純資産変動額 887,561 1,118,613 -231,052 -

本年度末純資産残高 51,578,386 67,043,629 -15,465,243 -

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）

前年度末歳計外現金残高 281,167

本年度歳計外現金増減額 36,958

本年度末歳計外現金残高 318,124

本年度末現金預金残高 2,863,845

財務活動収支 -250,113

本年度資金収支額 -402,532

前年度末資金残高 2,948,279

比例連結割合変更に伴う差額 -26

本年度末資金残高 2,545,721

    地方債等償還支出 1,408,093

    その他の支出 25

  財務活動収入 1,158,006

    地方債等発行収入 1,062,381

    その他の収入 95,625

    資産売却収入 899,990

    その他の収入 148

投資活動収支 -1,485,067

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,408,118

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,818,035

    国県等補助金収入 235,497

    基金取崩収入 703,650

    貸付金元金回収収入 -21,250

  投資活動支出 3,303,102

    公共施設等整備費支出 1,190,753

    基金積立金支出 2,007,644

    投資及び出資金支出 202,294

    貸付金支出 -97,590

    災害復旧事業費支出 13,676

    その他の支出 -

  臨時収入 204

業務活動収支 1,332,648

【投資活動収支】

    税収等収入 18,400,203

    国県等補助金収入 6,866,318

    使用料及び手数料収入 782,896

    その他の収入 1,242,807

  臨時支出 13,676

    移転費用支出 18,546,672

      補助金等支出 8,430,754

      社会保障給付支出 8,185,108

      その他の支出 182,013

  業務収入 27,292,225

    業務費用支出 7,399,433

      人件費支出 2,954,333

      物件費等支出 3,361,522

      支払利息支出 115,830

      その他の支出 967,748

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 25,946,106


