
【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 20,536,038   固定負債 5,100,104

    有形固定資産 19,283,001     地方債等 4,481,048

      事業用資産 5,639,447     長期未払金 -

        土地 841,932     退職手当引当金 577,975

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,605,789     その他 41,081

        建物減価償却累計額 -5,045,896   流動負債 554,321

        工作物 641,814     １年内償還予定地方債等 465,712

        工作物減価償却累計額 -407,747     未払金 23,582

        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 56,387

        航空機 -     預り金 5,596

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,044

        その他 865 負債合計 5,654,425

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,689   固定資産等形成分 21,638,880

      インフラ資産 13,434,089   余剰分（不足分） -5,217,525

        土地 310,127   他団体出資等分 19,166

        建物 166,478

        建物減価償却累計額 -160,265

        工作物 33,662,193

        工作物減価償却累計額 -20,567,297

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,853

      物品 1,379,063

      物品減価償却累計額 -1,169,597

    無形固定資産 585

      ソフトウェア -

      その他 585

    投資その他の資産 1,252,451

      投資及び出資金 38,278

        有価証券 2,635

        出資金 35,643

        その他 -

      長期延滞債権 28,345

      長期貸付金 363

      基金 1,186,614

        減債基金 -

        その他 1,186,614

      その他 19

      徴収不能引当金 -1,168

  流動資産 1,558,908

    現金預金 415,078

    未収金 35,603

    短期貸付金 1,868

    基金 1,100,974

      財政調整基金 1,011,469

      減債基金 89,505

    棚卸資産 4,820

    その他 923

    徴収不能引当金 -359

  繰延資産 - 純資産合計 16,440,521

資産合計 22,094,946 負債及び純資産合計 22,094,946

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 1,995

    その他 1

純行政コスト 5,363,360

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 6,481

  臨時利益 1,997

  臨時損失 223,330

    災害復旧事業費 212,289

    資産除売却損 4,559

    使用料及び手数料 205,156

    その他 389,374

純経常行政コスト 5,142,027

      社会保障給付 190,507

      その他 7,039

  経常収益 594,530

        その他 87,827

    移転費用 2,605,377

      補助金等 2,213,469

      その他の業務費用 135,309

        支払利息 46,302

        徴収不能引当金繰入額 1,179

        維持補修費 88,903

        減価償却費 874,959

        その他 -

        その他 50,445

      物件費等 1,885,201

        物件費 921,339

        職員給与費 947,327

        賞与等引当金繰入額 56,387

        退職手当引当金繰入額 56,511

  経常費用 5,736,557

    業務費用 3,131,180

      人件費 1,110,670

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 16,961,842 22,209,817 -5,265,010 17,035

  純行政コスト（△） -5,363,360 -5,365,491 2,131

  財源 4,914,198 4,914,198 -

    税収等 3,356,264 3,356,264 -

    国県等補助金 1,557,935 1,557,935 -

  本年度差額 -449,162 -451,293 2,131

  固定資産等の変動（内部変動） -458,697 458,697

    有形固定資産等の増加 234,916 -234,916

    有形固定資産等の減少 -886,000 886,000

    貸付金・基金等の増加 227,475 -227,475

    貸付金・基金等の減少 -35,089 35,089

  資産評価差額 50 50

  無償所管換等 454 454

  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 -73,125 -32,362 -40,763 -

  その他 462 -80,381 80,843

  本年度純資産変動額 -521,321 -570,936 47,485 2,131

本年度末純資産残高 16,440,521 21,638,880 -5,217,525 19,166

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 5,272

本年度歳計外現金増減額 3

本年度末歳計外現金残高 5,275

本年度末現金預金残高 415,078

財務活動収支 -60,372

本年度資金収支額 -59,272

前年度末資金残高 468,829

比例連結割合変更に伴う差額 246

本年度末資金残高 409,803

    地方債等償還支出 433,101

    その他の支出 7,023

  財務活動収入 379,751

    地方債等発行収入 330,484

    その他の収入 49,268

    資産売却収入 1,995

    その他の収入 103,854

投資活動収支 -257,770

【財務活動収支】

  財務活動支出 440,123

    その他の支出 -

  投資活動収入 192,609

    国県等補助金収入 56,606

    基金取崩収入 22,824

    貸付金元金回収収入 7,328

  投資活動支出 450,380

    公共施設等整備費支出 231,632

    基金積立金支出 212,057

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,690

    災害復旧事業費支出 212,289

    その他の支出 -

  臨時収入 336,703

業務活動収支 258,871

【投資活動収支】

    税収等収入 3,201,197

    国県等補助金収入 1,164,625

    使用料及び手数料収入 210,253

    その他の収入 373,516

  臨時支出 212,289

    移転費用支出 2,603,347

      補助金等支出 2,213,469

      社会保障給付支出 190,507

      その他の支出 5,008

  業務収入 4,949,591

    業務費用支出 2,211,788

      人件費支出 1,062,734

      物件費等支出 1,015,105

      支払利息支出 46,302

      その他の支出 87,646

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 4,815,134


