
【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 34,360,943   固定負債 12,404,334

    有形固定資産 29,830,807     地方債等 8,785,202

      事業用資産 13,899,468     長期未払金 -

        土地 5,739,876     退職手当引当金 1,059,967

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,486,981     その他 2,559,165

        建物減価償却累計額 -7,748,324   流動負債 1,013,817

        工作物 1,789,626     １年内償還予定地方債等 784,705

        工作物減価償却累計額 -1,182,784     未払金 104,689

        船舶 122     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -49     前受金 1,405

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 85,563

        航空機 -     預り金 29,739

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,716

        その他 1,085,527 負債合計 13,418,151

        その他減価償却累計額 -585,532 【純資産の部】

        建設仮勘定 314,025   固定資産等形成分 35,263,149

      インフラ資産 15,435,472   余剰分（不足分） -12,429,491

        土地 2,878,127   他団体出資等分 -

        建物 219,880

        建物減価償却累計額 -88,711

        工作物 20,556,228

        工作物減価償却累計額 -8,206,981

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 76,930

      物品 1,361,642

      物品減価償却累計額 -865,776

    無形固定資産 1,335,168

      ソフトウェア 19,784

      その他 1,315,384

    投資その他の資産 3,194,969

      投資及び出資金 19,367

        有価証券 -

        出資金 19,367

        その他 -

      長期延滞債権 58,313

      長期貸付金 9,569

      基金 3,087,377

        減債基金 83,389

        その他 3,003,988

      その他 24,557

      徴収不能引当金 -4,215

  流動資産 1,890,866

    現金預金 723,673

    未収金 134,363

    短期貸付金 -

    基金 902,206

      財政調整基金 863,313

      減債基金 38,893

    棚卸資産 122,115

    その他 10,909

    徴収不能引当金 -2,399

  繰延資産 - 純資産合計 22,833,658

資産合計 36,251,809 負債及び純資産合計 36,251,809

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 78

    その他 -

純行政コスト 11,765,130

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,697

  臨時利益 78

  臨時損失 38,757

    災害復旧事業費 3,876

    資産除売却損 32,184

    使用料及び手数料 550,996

    その他 184,845

純経常行政コスト 11,726,450

      社会保障給付 920,750

      その他 10,446

  経常収益 735,840

        その他 145,799

    移転費用 7,148,164

      補助金等 6,216,967

      その他の業務費用 270,628

        支払利息 118,398

        徴収不能引当金繰入額 6,432

        維持補修費 148,806

        減価償却費 952,495

        その他 3,273

        その他 138,440

      物件費等 3,412,700

        物件費 2,308,126

        職員給与費 1,176,926

        賞与等引当金繰入額 85,134

        退職手当引当金繰入額 230,300

  経常費用 12,462,291

    業務費用 5,314,127

      人件費 1,630,799

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 22,607,046 34,970,385 -12,363,338 -

  純行政コスト（△） -11,765,130 -11,765,130 -

  財源 12,062,351 12,062,351 -

    税収等 8,428,565 8,428,565 -

    国県等補助金 3,633,786 3,633,786 -

  本年度差額 297,221 297,221 -

  固定資産等の変動（内部変動） 415,199 -415,199

    有形固定資産等の増加 1,265,462 -1,265,462

    有形固定資産等の減少 -984,679 984,679

    貸付金・基金等の増加 640,765 -640,765

    貸付金・基金等の減少 -506,351 506,351

  資産評価差額 -1,764 -1,764

  無償所管換等 1,590 1,590

  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 -101,263 -105,436 4,173 -

  その他 30,827 -16,824 47,652

  本年度純資産変動額 226,612 292,764 -66,153 -

本年度末純資産残高 22,833,658 35,263,149 -12,429,491 -

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 15,711

本年度歳計外現金増減額 3,169

本年度末歳計外現金残高 18,880

本年度末現金預金残高 723,673

財務活動収支 28,854

本年度資金収支額 -50,015

前年度末資金残高 755,642

比例連結割合変更に伴う差額 -835

本年度末資金残高 704,792

    地方債等償還支出 798,833

    その他の支出 18,290

  財務活動収入 845,977

    地方債等発行収入 836,566

    その他の収入 9,411

    資産売却収入 78

    その他の収入 26,449

投資活動収支 -994,698

【財務活動収支】

  財務活動支出 817,123

    その他の支出 1,836

  投資活動収入 879,299

    国県等補助金収入 407,527

    基金取崩収入 414,664

    貸付金元金回収収入 30,581

  投資活動支出 1,873,998

    公共施設等整備費支出 1,265,462

    基金積立金支出 576,068

    投資及び出資金支出 50

    貸付金支出 30,581

    災害復旧事業費支出 3,876

    その他の支出 2,697

  臨時収入 -

業務活動収支 915,830

【投資活動収支】

    税収等収入 8,428,333

    国県等補助金収入 3,172,238

    使用料及び手数料収入 532,260

    その他の収入 171,336

  臨時支出 6,573

    移転費用支出 7,148,164

      補助金等支出 6,216,967

      社会保障給付支出 920,750

      その他の支出 10,446

  業務収入 12,304,167

    業務費用支出 4,233,601

      人件費支出 1,528,939

      物件費等支出 2,444,412

      支払利息支出 118,398

      その他の支出 141,852

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 11,381,765


