
【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 92,346,807   固定負債 22,326,555

    有形固定資産 82,420,322     地方債等 17,724,404

      事業用資産 37,639,565     長期未払金 -

        土地 23,505,765     退職手当引当金 2,511,213

        立木竹 28,186     損失補償等引当金 -

        建物 30,542,759     その他 2,090,939

        建物減価償却累計額 -17,458,382   流動負債 2,480,297

        工作物 1,927,677     １年内償還予定地方債等 1,868,962

        工作物減価償却累計額 -908,661     未払金 306,493

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 264,508

        航空機 -     預り金 39,783

        航空機減価償却累計額 -     その他 551

        その他 - 負債合計 24,806,852

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,221   固定資産等形成分 95,399,901

      インフラ資産 42,538,319   余剰分（不足分） -20,434,124

        土地 4,894,556   他団体出資等分 -

        建物 922,821

        建物減価償却累計額 -458,957

        工作物 66,638,747

        工作物減価償却累計額 -31,446,029

        その他 3,086

        その他減価償却累計額 -1,038

        建設仮勘定 1,985,133

      物品 9,594,960

      物品減価償却累計額 -7,352,522

    無形固定資産 1,862,547

      ソフトウェア 3,792

      その他 1,858,755

    投資その他の資産 8,063,938

      投資及び出資金 8,143

        有価証券 -

        出資金 8,143

        その他 -

      長期延滞債権 598,795

      長期貸付金 1,302

      基金 7,480,317

        減債基金 -

        その他 7,480,317

      その他 -

      徴収不能引当金 -24,619

  流動資産 7,425,821

    現金預金 3,799,162

    未収金 206,761

    短期貸付金 1,074

    基金 3,052,019

      財政調整基金 3,010,382

      減債基金 41,637

    棚卸資産 377,588

    その他 160

    徴収不能引当金 -10,943

  繰延資産 - 純資産合計 74,965,777

資産合計 99,772,629 負債及び純資産合計 99,772,629

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）

      他会計への繰出金

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 35,956,107

    業務費用 12,124,079

      人件費 4,288,531

        職員給与費 3,340,916

        賞与等引当金繰入額 263,821

        退職手当引当金繰入額 291,540

        その他 392,254

      物件費等 7,301,568

        物件費 4,337,884

        維持補修費 360,299

        減価償却費 2,603,385

        その他 -

      その他の業務費用 533,981

        支払利息 192,867

        徴収不能引当金繰入額 33,466

        その他 307,648

    移転費用 23,832,028

      補助金等 17,825,659

      社会保障給付 5,413,970

      その他 22,094

  経常収益 2,482,660

570,305

    使用料及び手数料 1,725,343

    その他 757,317

純経常行政コスト 33,473,447

  臨時損失 42,869

    災害復旧事業費 636

    資産除売却損 23,070

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 19,163

  臨時利益 11,140

    資産売却益 10,112

    その他 1,027

純行政コスト 33,505,177



【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 74,442,784 95,876,480 -21,433,696 -

  純行政コスト（△） -33,505,177 -33,505,177 -

  財源 33,513,341 33,513,341 -

    税収等 22,357,832 22,357,832 -

    国県等補助金 11,155,510 11,155,510 -

  本年度差額 8,164 8,164 -

  固定資産等の変動（内部変動） -797,408 797,408

    有形固定資産等の増加 1,506,167 -1,506,167

    有形固定資産等の減少 -2,626,616 2,626,616

    貸付金・基金等の増加 2,301,557 -2,301,557

    貸付金・基金等の減少 -1,978,515 1,978,515

  資産評価差額 -230 -230

  無償所管換等 454,092 454,092

  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 -2,236 -3,397 1,162 -

  その他 63,203 -129,636 192,839

  本年度純資産変動額 522,993 -476,580 999,572 -

本年度末純資産残高 74,965,777 95,399,901 -20,434,124 -

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）

      他会計への繰出支出

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 33,398,009

    業務費用支出 9,565,981

      人件費支出 4,269,145

      物件費等支出 4,624,950

      支払利息支出 192,867

      その他の支出 479,020

    移転費用支出 23,832,028

      補助金等支出 17,825,659

      社会保障給付支出 5,413,970

      その他の支出 22,094

  業務収入 35,680,800

570,305

    税収等収入 22,354,474

    国県等補助金収入 10,806,534

    使用料及び手数料収入 1,735,367

    その他の収入 784,425

  臨時支出 7,665

    災害復旧事業費支出 636

    その他の支出 7,029

  臨時収入 1,027

業務活動収支 2,276,153

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,113,505

    公共施設等整備費支出 1,504,758

    基金積立金支出 1,568,292

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 40,000

    その他の支出 455

  投資活動収入 1,560,984

    国県等補助金収入 329,602

    基金取崩収入 1,173,549

    貸付金元金回収収入 42,796

    資産売却収入 10,274

    その他の収入 4,763

投資活動収支 -1,552,521

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,988,396

    地方債等償還支出 1,954,603

    その他の支出 33,793

  財務活動収入 1,665,009

    地方債等発行収入 1,664,869

    その他の収入 140

前年度末歳計外現金残高 39,865

本年度歳計外現金増減額 -747

本年度末歳計外現金残高 39,118

本年度末現金預金残高 3,799,162

財務活動収支 -323,387

本年度資金収支額 400,245

前年度末資金残高 3,357,495

比例連結割合変更に伴う差額 2,304

本年度末資金残高 3,760,044


