
【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 15,850,225   固定負債 5,532,931

    有形固定資産 14,543,954     地方債等 4,460,538

      事業用資産 6,638,162     長期未払金 -

        土地 2,353,005     退職手当引当金 806,902

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,561,367     その他 265,491

        建物減価償却累計額 -6,621,201   流動負債 595,324

        工作物 1,088,226     １年内償還予定地方債等 473,045

        工作物減価償却累計額 -746,612     未払金 19,728

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 3,461

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 76,513

        航空機 -     預り金 19,316

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,261

        その他 - 負債合計 6,128,255

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,377   固定資産等形成分 17,481,463

      インフラ資産 7,381,296   余剰分（不足分） -5,105,308

        土地 446,142   他団体出資等分 -

        建物 140,609

        建物減価償却累計額 -74,176

        工作物 15,875,368

        工作物減価償却累計額 -9,190,900

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 184,252

      物品 1,407,713

      物品減価償却累計額 -883,217

    無形固定資産 5,155

      ソフトウェア 5,155

      その他 -

    投資その他の資産 1,301,116

      投資及び出資金 12,281

        有価証券 31

        出資金 12,251

        その他 -

      長期延滞債権 190,784

      長期貸付金 377

      基金 1,109,486

        減債基金 326,111

        その他 783,375

      その他 -

      徴収不能引当金 -11,812

  流動資産 2,654,184

    現金預金 963,692

    未収金 57,853

    短期貸付金 523

    基金 1,630,715

      財政調整基金 1,630,715

      減債基金 -

    棚卸資産 6,613

    その他 113

    徴収不能引当金 -5,324

  繰延資産 - 純資産合計 12,376,154

資産合計 18,504,409 負債及び純資産合計 18,504,409

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 205

    その他 71

純行政コスト 8,726,515

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,148

  臨時利益 276

  臨時損失 21,764

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 20,616

    使用料及び手数料 281,589

    その他 215,716

純経常行政コスト 8,705,028

      社会保障給付 694,969

      その他 736

  経常収益 497,305

        その他 114,471

    移転費用 5,998,640

      補助金等 5,302,784

      その他の業務費用 178,857

        支払利息 52,137

        徴収不能引当金繰入額 12,249

        維持補修費 133,092

        減価償却費 600,621

        その他 -

        その他 49,908

      物件費等 1,718,327

        物件費 984,614

        職員給与費 1,172,611

        賞与等引当金繰入額 79,391

        退職手当引当金繰入額 4,600

  経常費用 9,202,333

    業務費用 3,203,693

      人件費 1,306,509

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 12,023,340 17,110,096 -5,086,756 -

  純行政コスト（△） -8,726,515 -8,726,515 -

  財源 8,973,330 8,973,330 -

    税収等 6,083,936 6,083,936 -

    国県等補助金 2,889,395 2,889,395 -

  本年度差額 246,815 246,815 -

  固定資産等の変動（内部変動） 360,015 -360,015

    有形固定資産等の増加 785,231 -785,231

    有形固定資産等の減少 -601,951 601,951

    貸付金・基金等の増加 607,817 -607,817

    貸付金・基金等の減少 -431,081 431,081

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -779 -779

  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 12,965 -71,470 84,435 -

  その他 93,813 83,601 10,213

  本年度純資産変動額 352,814 371,367 -18,553 -

本年度末純資産残高 12,376,154 17,481,463 -5,105,308 -

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 19,687

本年度歳計外現金増減額 -371

本年度末歳計外現金残高 19,316

本年度末現金預金残高 963,692

財務活動収支 63,633

本年度資金収支額 -110,799

前年度末資金残高 1,049,475

比例連結割合変更に伴う差額 5,700

本年度末資金残高 944,376

    地方債等償還支出 505,196

    その他の支出 80

  財務活動収入 568,909

    地方債等発行収入 568,909

    その他の収入 -

    資産売却収入 205

    その他の収入 -

投資活動収支 -694,335

【財務活動収支】

  財務活動支出 505,276

    その他の支出 -

  投資活動収入 268,421

    国県等補助金収入 222,557

    基金取崩収入 39,062

    貸付金元金回収収入 6,597

  投資活動支出 962,756

    公共施設等整備費支出 785,231

    基金積立金支出 177,525

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 20,112

  臨時収入 374,434

業務活動収支 519,903

【投資活動収支】

    税収等収入 6,074,397

    国県等補助金収入 2,295,441

    使用料及び手数料収入 281,220

    その他の収入 112,988

  臨時支出 20,112

    移転費用支出 5,998,640

      補助金等支出 5,302,784

      社会保障給付支出 694,969

      その他の支出 736

  業務収入 8,764,046

    業務費用支出 2,599,825

      人件費支出 1,304,515

      物件費等支出 1,131,744

      支払利息支出 52,137

      その他の支出 111,429

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 8,598,465


