
【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 129,980,444   固定負債 42,486,663

    有形固定資産 121,579,090     地方債等 34,492,537

      事業用資産 46,342,280     長期未払金 -

        土地 15,060,732     退職手当引当金 5,858,670

        立木竹 0     損失補償等引当金 -

        建物 57,965,949     その他 2,135,457

        建物減価償却累計額 -28,327,664   流動負債 6,146,852

        工作物 7,034,450     １年内償還予定地方債等 4,981,726

        工作物減価償却累計額 -5,541,965     未払金 504,887

        船舶 1,904     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,714     前受金 109,330

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 490,427

        航空機 -     預り金 51,159

        航空機減価償却累計額 -     その他 9,323

        その他 148,362 負債合計 48,633,515

        その他減価償却累計額 -133,525 【純資産の部】

        建設仮勘定 135,752   固定資産等形成分 135,429,682

      インフラ資産 70,530,080   余剰分（不足分） -42,887,618

        土地 5,929,294   他団体出資等分 -

        建物 1,789,366

        建物減価償却累計額 -807,813

        工作物 181,474,115

        工作物減価償却累計額 -118,021,227

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 166,346

      物品 13,767,809

      物品減価償却累計額 -9,061,079

    無形固定資産 23,851

      ソフトウェア 22,466

      その他 1,385

    投資その他の資産 8,377,503

      投資及び出資金 43,047

        有価証券 2,807

        出資金 40,240

        その他 -

      長期延滞債権 819,461

      長期貸付金 5,329

      基金 7,533,044

        減債基金 1,304,869

        その他 6,228,175

      その他 28,670

      徴収不能引当金 -52,048

  流動資産 11,195,136

    現金預金 4,829,865

    未収金 912,291

    短期貸付金 1,857

    基金 5,447,382

      財政調整基金 4,893,513

      減債基金 553,869

    棚卸資産 54,737

    その他 20,587

    徴収不能引当金 -71,582

  繰延資産 - 純資産合計 92,542,065

資産合計 141,175,580 負債及び純資産合計 141,175,580

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 52,450,223

    業務費用 21,307,304

      人件費 8,063,635

        職員給与費 6,584,709

        賞与等引当金繰入額 488,327

        退職手当引当金繰入額 30,361

        その他 960,239

      物件費等 12,200,894

        物件費 7,102,169

        維持補修費 558,809

        減価償却費 4,536,403

        その他 3,513

      その他の業務費用 1,042,774

        支払利息 421,322

        徴収不能引当金繰入額 60,175

        その他 561,277

    移転費用 31,142,920

      補助金等 17,976,975

      社会保障給付 13,162,475

      その他 3,470

  経常収益 6,492,392

    使用料及び手数料 5,316,724

    その他 1,175,668

純経常行政コスト 45,957,831

  臨時損失 281,595

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 279,842

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,753

  臨時利益 194,623

    資産売却益 178,036

    その他 16,587

純行政コスト 46,044,803



【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 91,058,799 137,343,696 -46,284,897 -

  純行政コスト（△） -46,044,803 -46,044,803 -

  財源 47,297,330 47,297,330 -

    税収等 33,155,134 33,155,134 -

    国県等補助金 14,142,197 14,142,197 -

  本年度差額 1,252,527 1,252,527 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,060,193 2,060,193

    有形固定資産等の増加 2,130,382 -2,130,382

    有形固定資産等の減少 -4,869,741 4,869,741

    貸付金・基金等の増加 5,672,941 -5,672,941

    貸付金・基金等の減少 -4,993,775 4,993,775

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 78,776 78,776

  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 137,230 107,880 29,350 -

  その他 14,733 -40,476 55,209

  本年度純資産変動額 1,483,266 -1,914,014 3,397,280 -

本年度末純資産残高 92,542,065 135,429,682 -42,887,618 -

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 48,117,839

    業務費用支出 16,972,390

      人件費支出 8,010,107

      物件費等支出 7,886,401

      支払利息支出 421,322

      その他の支出 654,561

    移転費用支出 31,145,449

      補助金等支出 17,976,975

      社会保障給付支出 13,162,131

      その他の支出 6,343

  業務収入 52,381,480

    税収等収入 32,960,626

    国県等補助金収入 13,089,082

    使用料及び手数料収入 5,298,043

    その他の収入 1,033,728

  臨時支出 556

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 556

  臨時収入 561,486

業務活動収支 4,824,571

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,259,590

    公共施設等整備費支出 1,885,782

    基金積立金支出 2,369,309

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,499

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,182,033

    国県等補助金収入 611,534

    基金取崩収入 1,643,043

    貸付金元金回収収入 283,021

    資産売却収入 424,885

    その他の収入 219,551

投資活動収支 -1,077,556

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,631,995

    地方債等償還支出 6,613,922

    その他の支出 18,073

  財務活動収入 2,825,034

    地方債等発行収入 2,778,622

    その他の収入 46,413

前年度末歳計外現金残高 44,822

本年度歳計外現金増減額 1,784

本年度末歳計外現金残高 46,605

本年度末現金預金残高 4,829,865

財務活動収支 -3,806,961

本年度資金収支額 -59,946

前年度末資金残高 4,858,666

比例連結割合変更に伴う差額 -15,461

本年度末資金残高 4,783,260


