
【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 52,746,753   固定負債 17,503,667

    有形固定資産 50,397,704     地方債等 15,053,681

      事業用資産 27,883,924     長期未払金 -

        土地 18,298,585     退職手当引当金 1,122,078

        立木竹 605,463     損失補償等引当金 -

        建物 18,280,949     その他 1,327,908

        建物減価償却累計額 -9,703,338   流動負債 1,393,516

        工作物 1,055,692     １年内償還予定地方債等 1,091,747

        工作物減価償却累計額 -666,497     未払金 136,378

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 5

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 111,262

        航空機 -     預り金 40,847

        航空機減価償却累計額 -     その他 13,277

        その他 - 負債合計 18,897,183

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,070   固定資産等形成分 55,160,554

      インフラ資産 21,855,961   余剰分（不足分） -17,400,734

        土地 2,926,622   他団体出資等分 -

        建物 1,209,004

        建物減価償却累計額 -575,179

        工作物 32,864,405

        工作物減価償却累計額 -14,924,621

        その他 1,725

        その他減価償却累計額 -580

        建設仮勘定 354,585

      物品 2,377,202

      物品減価償却累計額 -1,719,382

    無形固定資産 850,055

      ソフトウェア 20,332

      その他 829,722

    投資その他の資産 1,498,994

      投資及び出資金 8,723

        有価証券 1,000

        出資金 7,723

        その他 -

      長期延滞債権 371,701

      長期貸付金 -

      基金 1,142,975

        減債基金 283,630

        その他 859,345

      その他 603

      徴収不能引当金 -25,008

  流動資産 3,910,250

    現金預金 1,280,732

    未収金 222,461

    短期貸付金 -

    基金 2,413,801

      財政調整基金 2,413,801

      減債基金 -

    棚卸資産 4,017

    その他 90

    徴収不能引当金 -10,851

  繰延資産 - 純資産合計 37,759,820

資産合計 56,657,003 負債及び純資産合計 56,657,003

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 22,127

    その他 572

純行政コスト 15,232,816

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 7,987

  臨時利益 22,699

  臨時損失 8,791

    災害復旧事業費 297

    資産除売却損 507

    使用料及び手数料 1,156,327

    その他 584,652

純経常行政コスト 15,246,724

      社会保障給付 1,302,331

      その他 62,612

  経常収益 1,740,979

        その他 162,721

    移転費用 10,841,636

      補助金等 9,476,693

      その他の業務費用 401,657

        支払利息 210,897

        徴収不能引当金繰入額 28,039

        維持補修費 131,459

        減価償却費 1,191,622

        その他 93

        その他 90,286

      物件費等 4,027,167

        物件費 2,703,994

        職員給与費 1,388,038

        賞与等引当金繰入額 111,262

        退職手当引当金繰入額 127,658

  経常費用 16,987,703

    業務費用 6,146,067

      人件費 1,717,244

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 36,467,884 53,949,005 -17,481,121 -

  純行政コスト（△） -15,232,816 -15,232,816 -

  財源 15,504,935 15,504,935 -

    税収等 10,509,633 10,509,633 -

    国県等補助金 4,995,302 4,995,302 -

  本年度差額 272,119 272,119 -

  固定資産等の変動（内部変動） 184,093 -184,093

    有形固定資産等の増加 1,342,721 -1,342,721

    有形固定資産等の減少 -1,194,655 1,194,655

    貸付金・基金等の増加 471,483 -471,483

    貸付金・基金等の減少 -435,456 435,456

  資産評価差額 1,617 1,617

  無償所管換等 9,600 9,600

  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 489,283 508,321 -19,038 -

  その他 519,317 507,918 11,400

  本年度純資産変動額 1,291,936 1,211,549 80,387 -

本年度末純資産残高 37,759,820 55,160,554 -17,400,734 -

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 27,255

本年度歳計外現金増減額 12,673

本年度末歳計外現金残高 39,928

本年度末現金預金残高 1,280,732

財務活動収支 21,930

本年度資金収支額 81,998

前年度末資金残高 1,142,303

比例連結割合変更に伴う差額 16,503

本年度末資金残高 1,240,804

    地方債等償還支出 1,079,300

    その他の支出 113,119

  財務活動収入 1,214,349

    地方債等発行収入 1,215,946

    その他の収入 -1,596

    資産売却収入 22,306

    その他の収入 29,045

投資活動収支 -1,054,281

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,192,419

    その他の支出 254

  投資活動収入 324,618

    国県等補助金収入 226,641

    基金取崩収入 46,626

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,378,899

    公共施設等整備費支出 1,294,082

    基金積立金支出 83,562

    投資及び出資金支出 1,000

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 297

    その他の支出 1,205

  臨時収入 572

業務活動収支 1,114,349

【投資活動収支】

    税収等収入 10,467,154

    国県等補助金収入 4,800,238

    使用料及び手数料収入 1,135,563

    その他の収入 584,112

  臨時支出 1,502

    移転費用支出 10,841,636

      補助金等支出 9,476,693

      社会保障給付支出 1,302,331

      その他の支出 62,612

  業務収入 16,987,068

    業務費用支出 5,030,153

      人件費支出 1,721,269

      物件費等支出 2,862,267

      支払利息支出 210,897

      その他の支出 235,719

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 15,871,789


