
【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 50,475,841   固定負債 27,914,651

    有形固定資産 45,224,848     地方債等 18,319,301

      事業用資産 19,279,289     長期未払金 -

        土地 5,464,044     退職手当引当金 1,928,018

        立木竹 21,752     損失補償等引当金 -

        建物 26,487,909     その他 7,667,333

        建物減価償却累計額 -13,539,803   流動負債 2,042,319

        工作物 1,409,076     １年内償還予定地方債等 1,560,116

        工作物減価償却累計額 -581,795     未払金 176,318

        船舶 -     未払費用 39,810

        船舶減価償却累計額 -     前受金 18,633

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 164,313

        航空機 -     預り金 67,180

        航空機減価償却累計額 -     その他 15,949

        その他 - 負債合計 29,956,970

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 18,106   固定資産等形成分 52,921,782

      インフラ資産 24,215,509   余剰分（不足分） -27,596,348

        土地 1,431,231   他団体出資等分 -

        建物 1,016,375

        建物減価償却累計額 -325,014

        工作物 40,941,934

        工作物減価償却累計額 -19,154,682

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 305,666

      物品 5,041,359

      物品減価償却累計額 -3,311,310

    無形固定資産 495,470

      ソフトウェア 43,268

      その他 452,202

    投資その他の資産 4,755,524

      投資及び出資金 280,302

        有価証券 75,966

        出資金 204,335

        その他 -

      長期延滞債権 66,960

      長期貸付金 -

      基金 4,309,144

        減債基金 203,683

        その他 4,105,461

      その他 106,831

      徴収不能引当金 -7,713

  流動資産 4,806,563

    現金預金 1,935,051

    未収金 412,172

    短期貸付金 -

    基金 2,445,941

      財政調整基金 2,306,157

      減債基金 139,784

    棚卸資産 21,075

    その他 35

    徴収不能引当金 -7,712

  繰延資産 - 純資産合計 25,325,434

資産合計 55,282,404 負債及び純資産合計 55,282,404

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 18,661,894

    業務費用 8,334,921

      人件費 2,661,647

        職員給与費 1,889,464

        賞与等引当金繰入額 162,972

        退職手当引当金繰入額 133,637

        その他 475,574

      物件費等 5,127,918

        物件費 3,096,761

        維持補修費 299,509

        減価償却費 1,731,649

        その他 -

      その他の業務費用 545,356

        支払利息 251,251

        徴収不能引当金繰入額 13,431

        その他 280,674

    移転費用 10,326,973

      補助金等 9,313,675

      社会保障給付 963,492

      その他 49,806

  経常収益 2,688,916

    使用料及び手数料 2,426,031

    その他 262,885

純経常行政コスト 15,972,977

  臨時損失 822,491

    災害復旧事業費 24,449

    資産除売却損 796,908

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,134

  臨時利益 5,703

    資産売却益 5,065

    その他 638

純行政コスト 16,789,766



【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 26,120,807 53,776,395 -27,655,587 -

  純行政コスト（△） -16,789,766 -16,789,766 -

  財源 16,436,543 16,436,543 -

    税収等 11,314,557 11,314,557 -

    国県等補助金 5,121,986 5,121,986 -

  本年度差額 -353,222 -353,222 -

  固定資産等の変動（内部変動） -84,717 84,717

    有形固定資産等の増加 1,627,824 -1,627,824

    有形固定資産等の減少 -2,528,438 2,528,438

    貸付金・基金等の増加 1,645,861 -1,645,861

    貸付金・基金等の減少 -829,963 829,963

  資産評価差額 0 0

  無償所管換等 -41,387 -41,387

  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 -51,808 -158,454 106,646 -

  その他 -348,957 -570,055 221,098

  本年度純資産変動額 -795,373 -854,612 59,239 -

本年度末純資産残高 25,325,434 52,921,782 -27,596,348 -

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 16,872,568

    業務費用支出 6,545,595

      人件費支出 2,687,393

      物件費等支出 3,454,988

      支払利息支出 251,251

      その他の支出 151,963

    移転費用支出 10,326,973

      補助金等支出 9,313,675

      社会保障給付支出 963,492

      その他の支出 49,806

  業務収入 18,634,016

    税収等収入 11,282,135

    国県等補助金収入 4,705,525

    使用料及び手数料収入 2,392,826

    その他の収入 253,531

  臨時支出 25,583

    災害復旧事業費支出 24,449

    その他の支出 1,134

  臨時収入 16,514

業務活動収支 1,752,380

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,130,977

    公共施設等整備費支出 1,598,375

    基金積立金支出 1,438,258

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 94,000

    その他の支出 344

  投資活動収入 1,093,433

    国県等補助金収入 352,002

    基金取崩収入 614,162

    貸付金元金回収収入 94,000

    資産売却収入 5,070

    その他の収入 28,199

投資活動収支 -2,037,543

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,312,392

    地方債等償還支出 1,288,205

    その他の支出 24,188

  財務活動収入 1,655,662

    地方債等発行収入 1,606,773

    その他の収入 48,889

前年度末歳計外現金残高 51,854

本年度歳計外現金増減額 -1,740

本年度末歳計外現金残高 50,114

本年度末現金預金残高 1,935,051

財務活動収支 343,270

本年度資金収支額 58,106

前年度末資金残高 1,830,089

比例連結割合変更に伴う差額 -3,259

本年度末資金残高 1,884,936


