
【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 59,704,122   固定負債 26,845,038

    有形固定資産 56,883,901     地方債等 23,354,447

      事業用資産 24,072,709     長期未払金 -

        土地 9,751,964     退職手当引当金 2,263,434

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 33,151,232     その他 1,227,158

        建物減価償却累計額 -20,622,924   流動負債 3,236,624

        工作物 2,743,499     １年内償還予定地方債等 2,600,373

        工作物減価償却累計額 -1,732,459     未払金 141,912

        船舶 1,785     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,428     前受金 3,212

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 224,205

        航空機 -     預り金 41,741

        航空機減価償却累計額 -     その他 225,182

        その他 - 負債合計 30,081,663

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 781,040   固定資産等形成分 62,881,162

      インフラ資産 32,049,303   余剰分（不足分） -24,837,534

        土地 3,628,818   他団体出資等分 -

        建物 6,388,471

        建物減価償却累計額 -1,641,411

        工作物 50,998,091

        工作物減価償却累計額 -27,629,121

        その他 28,665

        その他減価償却累計額 -24,611

        建設仮勘定 300,400

      物品 4,738,553

      物品減価償却累計額 -3,976,665

    無形固定資産 28,805

      ソフトウェア 28,805

      その他 -

    投資その他の資産 2,791,415

      投資及び出資金 78,774

        有価証券 4,743

        出資金 74,031

        その他 -

      長期延滞債権 904,871

      長期貸付金 6,859

      基金 1,794,194

        減債基金 38,922

        その他 1,755,272

      その他 31,027

      徴収不能引当金 -24,310

  流動資産 8,415,822

    現金預金 4,095,844

    未収金 240,180

    短期貸付金 1,500

    基金 3,175,540

      財政調整基金 2,062,706

      減債基金 1,112,834

    棚卸資産 733,003

    その他 196,200

    徴収不能引当金 -26,446

  繰延資産 5,348 純資産合計 38,043,628

資産合計 68,125,291 負債及び純資産合計 68,125,291

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 44,916,858

    業務費用 24,550,158

      人件費 4,111,907

        職員給与費 3,730,922

        賞与等引当金繰入額 222,324

        退職手当引当金繰入額 358

        その他 158,303

      物件費等 7,317,512

        物件費 4,885,004

        維持補修費 250,411

        減価償却費 2,018,907

        その他 163,190

      その他の業務費用 13,120,738

        支払利息 270,565

        徴収不能引当金繰入額 28,257

        その他 12,821,917

    移転費用 20,366,700

      補助金等 17,174,825

      社会保障給付 3,182,126

      その他 9,749

  経常収益 18,325,904

    使用料及び手数料 955,267

    その他 17,370,637

純経常行政コスト 26,590,954

  臨時損失 92,915

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 62,278

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 30,637

  臨時利益 8,270

    資産売却益 7,540

    その他 730

純行政コスト 26,675,600



【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 34,351,198 61,865,212 -27,514,014 -

  純行政コスト（△） -26,675,600 -26,675,600 -

  財源 29,561,353 29,561,353 -

    税収等 19,945,284 19,945,284 -

    国県等補助金 9,616,069 9,616,069 -

  本年度差額 2,885,754 2,885,754 -

  固定資産等の変動（内部変動） 214,224 -214,224

    有形固定資産等の増加 2,391,871 -2,391,871

    有形固定資産等の減少 -2,034,658 2,034,658

    貸付金・基金等の増加 1,600,119 -1,600,119

    貸付金・基金等の減少 -1,743,108 1,743,108

  資産評価差額 -9,662 -9,662

  無償所管換等 817,132 817,132

  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 -793 -5,743 4,950 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 3,692,431 1,015,951 2,676,480 -

本年度末純資産残高 38,043,628 62,881,162 -24,837,534 -

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 43,493,936

    業務費用支出 23,133,878

      人件費支出 4,115,919

      物件費等支出 5,955,918

      支払利息支出 270,565

      その他の支出 12,791,476

    移転費用支出 20,360,057

      補助金等支出 17,169,412

      社会保障給付支出 3,182,126

      その他の支出 8,520

  業務収入 47,254,002

    税収等収入 19,896,906

    国県等補助金収入 9,234,135

    使用料及び手数料収入 957,963

    その他の収入 17,164,998

  臨時支出 52,302

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 52,302

  臨時収入 77,724

業務活動収支 3,785,489

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,856,063

    公共施設等整備費支出 2,310,213

    基金積立金支出 527,850

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 18,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 938,396

    国県等補助金収入 295,490

    基金取崩収入 597,197

    貸付金元金回収収入 38,169

    資産売却収入 7,540

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,917,667

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,959,191

    地方債等償還支出 2,727,505

    その他の支出 231,686

  財務活動収入 3,832,092

    地方債等発行収入 3,614,700

    その他の収入 217,392

前年度末歳計外現金残高 33,270

本年度歳計外現金増減額 8,471

本年度末歳計外現金残高 41,741

本年度末現金預金残高 4,095,844

財務活動収支 872,901

本年度資金収支額 2,740,723

前年度末資金残高 1,308,942

比例連結割合変更に伴う差額 4,438

本年度末資金残高 4,054,103


