
【様式第1号】

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 159,140,955   固定負債 89,298,036

    有形固定資産 141,916,941     地方債等 46,427,234

      事業用資産 58,085,058     長期未払金 -

        土地 32,128,477     退職手当引当金 6,591,649

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 72,592,877     その他 36,279,153

        建物減価償却累計額 -47,010,164   流動負債 7,210,347

        工作物 819,229     １年内償還予定地方債等 3,771,174

        工作物減価償却累計額 -487,541     未払金 2,154,875

        船舶 -     未払費用 1,749

        船舶減価償却累計額 -     前受金 17,017

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 625,304

        航空機 -     預り金 618,558

        航空機減価償却累計額 -     その他 21,669

        その他 11 負債合計 96,508,383

        その他減価償却累計額 -11 【純資産の部】

        建設仮勘定 42,180   固定資産等形成分 162,843,944

      インフラ資産 81,638,840   余剰分（不足分） -87,646,145

        土地 13,120,190   他団体出資等分 -

        建物 2,803,609

        建物減価償却累計額 -1,528,846

        工作物 92,576,364

        工作物減価償却累計額 -27,745,492

        その他 5,536,190

        その他減価償却累計額 -4,037,018

        建設仮勘定 913,843

      物品 13,556,891

      物品減価償却累計額 -11,363,848

    無形固定資産 7,315,431

      ソフトウェア 68,582

      その他 7,246,849

    投資その他の資産 9,908,584

      投資及び出資金 131,460

        有価証券 117,983

        出資金 13,476

        その他 -

      長期延滞債権 910,013

      長期貸付金 5,745

      基金 9,009,468

        減債基金 -

        その他 9,009,468

      その他 20,199

      徴収不能引当金 -168,301

  流動資産 12,565,226

    現金預金 7,300,763

    未収金 1,468,414

    短期貸付金 6,295

    基金 3,696,694

      財政調整基金 3,696,694

      減債基金 -

    棚卸資産 18,908

    その他 153,335

    徴収不能引当金 -79,182

  繰延資産 - 純資産合計 75,197,799

資産合計 171,706,182 負債及び純資産合計 171,706,182

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

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 78,910,335

    業務費用 26,514,475

      人件費 9,575,278

        職員給与費 7,284,194

        賞与等引当金繰入額 606,008

        退職手当引当金繰入額 566,335

        その他 1,118,742

      物件費等 13,876,549

        物件費 8,282,037

        維持補修費 757,370

        減価償却費 4,784,438

        その他 52,704

      その他の業務費用 3,062,648

        支払利息 673,597

        徴収不能引当金繰入額 78,961

        その他 2,310,090

    移転費用 52,395,860

      補助金等 40,897,667

      社会保障給付 11,196,079

      その他 302,114

  経常収益 8,164,822

    使用料及び手数料 4,432,738

    その他 3,732,085

純経常行政コスト 70,745,513

  臨時損失 267,622

    災害復旧事業費 162,679

    資産除売却損 92,253

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 12,689

  臨時利益 48,673

    資産売却益 11,671

    その他 37,003

純行政コスト 70,964,462



【様式第3号】

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 74,867,867 162,240,771 -87,372,904 -

  純行政コスト（△） -70,964,462 -70,964,462 -

  財源 70,954,573 70,954,573 -

    税収等 46,944,611 46,944,611 -

    国県等補助金 24,009,962 24,009,962 -

  本年度差額 -9,889 -9,889 -

  固定資産等の変動（内部変動）

    有形固定資産等の増加

    有形固定資産等の減少

    貸付金・基金等の増加

    貸付金・基金等の減少

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 259,703 259,703

  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 163,439 346,331 -182,892 -

  その他 -83,322 21,558 -104,880

  本年度純資産変動額 329,931 603,173 -273,241 -

本年度末純資産残高 75,197,799 162,843,944 -87,646,145 -

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】

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

    業務費用支出

      人件費支出

      物件費等支出

      支払利息支出

      その他の支出

    移転費用支出

      補助金等支出

      社会保障給付支出

      その他の支出

  業務収入

    税収等収入

    国県等補助金収入

    使用料及び手数料収入

    その他の収入

  臨時支出

    災害復旧事業費支出

    その他の支出

  臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

  投資活動支出

    公共施設等整備費支出

    基金積立金支出

    投資及び出資金支出

    貸付金支出

    その他の支出

  投資活動収入

    国県等補助金収入

    基金取崩収入

    貸付金元金回収収入

    資産売却収入

    その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

  財務活動支出

    地方債等償還支出

    その他の支出

  財務活動収入

    地方債等発行収入

    その他の収入

前年度末歳計外現金残高 519,067

本年度歳計外現金増減額 -71,567

本年度末歳計外現金残高 447,500

本年度末現金預金残高 7,300,763

財務活動収支

本年度資金収支額 -270,899

前年度末資金残高 7,080,625

比例連結割合変更に伴う差額 43,537

本年度末資金残高 6,853,263


