
【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 34,354,060   固定負債 10,525,300

    有形固定資産 29,838,141     地方債等 8,246,222

      事業用資産 16,656,522     長期未払金 -

        土地 3,030,744     退職手当引当金 2,028,315

        立木竹 6,094,622     損失補償等引当金 -

        建物 17,292,206     その他 250,763

        建物減価償却累計額 -10,533,938   流動負債 1,179,450

        工作物 1,624,410     １年内償還予定地方債等 997,686

        工作物減価償却累計額 -978,528     未払金 16,891

        船舶 -     未払費用 2,056

        船舶減価償却累計額 -     前受金 245

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 117,144

        航空機 -     預り金 18,430

        航空機減価償却累計額 -     その他 26,997

        その他 - 負債合計 11,704,750

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 127,006   固定資産等形成分 40,324,602

      インフラ資産 12,563,265   余剰分（不足分） -10,394,432

        土地 332,273   他団体出資等分 12,742

        建物 2,844,777

        建物減価償却累計額 -1,483,696

        工作物 29,151,952

        工作物減価償却累計額 -18,798,088

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 516,047

      物品 1,786,335

      物品減価償却累計額 -1,167,981

    無形固定資産 21,304

      ソフトウェア 18,965

      その他 2,339

    投資その他の資産 4,494,615

      投資及び出資金 40,285

        有価証券 143

        出資金 40,142

        その他 -

      長期延滞債権 125,129

      長期貸付金 769

      基金 4,334,977

        減債基金 -

        その他 4,334,977

      その他 534

      徴収不能引当金 -7,078

  流動資産 7,291,959

    現金預金 1,162,429

    未収金 127,015

    短期貸付金 22

    基金 5,970,520

      財政調整基金 4,062,833

      減債基金 1,907,687

    棚卸資産 23,188

    その他 12,405

    徴収不能引当金 -3,620

  繰延資産 1,643 純資産合計 29,942,913

資産合計 41,647,662 負債及び純資産合計 41,647,662

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 5,265

    その他 60

純行政コスト 11,445,844

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,687

  臨時利益 5,325

  臨時損失 125,824

    災害復旧事業費 92,951

    資産除売却損 31,186

    使用料及び手数料 535,460

    その他 756,335

純経常行政コスト 11,325,345

      社会保障給付 503,263

      その他 11,665

  経常収益 1,291,794

        その他 133,986

    移転費用 6,458,343

      補助金等 5,906,981

      その他の業務費用 227,107

        支払利息 86,027

        徴収不能引当金繰入額 7,094

        維持補修費 374,166

        減価償却費 1,229,936

        その他 6

        その他 68,921

      物件費等 3,711,987

        物件費 2,107,879

        職員給与費 2,030,558

        賞与等引当金繰入額 108,672

        退職手当引当金繰入額 11,551

  経常費用 12,617,139

    業務費用 6,158,797

      人件費 2,219,703

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 33,759,855 43,429,040 -9,687,989 18,804

  純行政コスト（△） -11,445,844 -11,438,888 -6,957

  財源 11,610,133 11,610,133 -

    税収等 8,424,570 8,424,570 -

    国県等補助金 3,185,563 3,185,563 -

  本年度差額 164,289 171,246 -6,957

  固定資産等の変動（内部変動） 1,009,440 -1,009,440

    有形固定資産等の増加 1,050,127 -1,050,127

    有形固定資産等の減少 -1,239,145 1,239,145

    貸付金・基金等の増加 1,565,754 -1,565,754

    貸付金・基金等の減少 -367,296 367,296

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,961,406 -3,961,406

  他団体出資等分の増加 -894 894

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -19,267 -152,472 133,205 -

  その他 -560 - -560

  本年度純資産変動額 -3,816,943 -3,104,438 -706,443 -6,062

本年度末純資産残高 29,942,913 40,324,602 -10,394,432 12,742

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

省略 



【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 18,525

本年度歳計外現金増減額 -2,152

本年度末歳計外現金残高 16,373

本年度末現金預金残高 1,162,429

財務活動収支

本年度資金収支額 -149,966

前年度末資金残高 1,297,927

比例連結割合変更に伴う差額 -1,906

本年度末資金残高 1,146,056

    地方債等償還支出 1,016,088

    その他の支出 11,172

  財務活動収入 1,326,228

    地方債等発行収入 1,285,989

    その他の収入 40,239

    資産売却収入 5,265

    その他の収入 4,246

投資活動収支 -1,571,175

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,027,259

    その他の支出 -

  投資活動収入 321,024

    国県等補助金収入 153,706

    基金取崩収入 157,786

    貸付金元金回収収入 22

  投資活動支出 1,892,200

    公共施設等整備費支出 1,050,504

    基金積立金支出 841,696

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 92,951

    その他の支出 23,725

  臨時収入 524,124

業務活動収支 1,122,241

【投資活動収支】

    税収等収入 8,469,968

    国県等補助金収入 2,413,064

    使用料及び手数料収入 529,337

    その他の収入 678,149

  臨時支出 116,676

    移転費用支出 6,461,403

      補助金等支出 5,906,981

      社会保障給付支出 503,263

      その他の支出 14,726

  業務収入 12,090,517

    業務費用支出 4,914,321

      人件費支出 2,203,765

      物件費等支出 2,489,627

      支払利息支出 86,033

      その他の支出 134,896

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

省略 


