
【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 235,242,660   固定負債 30,307,095

    有形固定資産 221,388,546     地方債等 23,120,527

      事業用資産 34,296,415     長期未払金 -

        土地 13,544,230     退職手当引当金 4,335,843

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 3,622,933     その他 2,850,725

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,820,451

        建物 45,972,724     １年内償還予定地方債等 4,260,995

        建物減価償却累計額 -31,030,293     未払金 212,202

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 8,923,190     前受金 8,059

        工作物減価償却累計額 -7,112,538     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 278,547

        船舶 -     預り金 58,304

        船舶減価償却累計額 -     その他 2,344

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 35,127,546

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 251,379,591

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -30,747,303

        航空機 -   他団体出資等分 78,633

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 122,575

        その他減価償却累計額 -42,351

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 295,945

      インフラ資産 185,371,811

        土地 4,551,149

        土地減損損失累計額 -

        建物 764,915

        建物減価償却累計額 -242,619

        建物減損損失累計額 -

        工作物 386,856,619

        工作物減価償却累計額 -206,938,871

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 380,618

      物品 5,152,294

      物品減価償却累計額 -3,431,973

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 324,419

      ソフトウェア 304,714

      その他 19,705

    投資その他の資産 13,529,695

      投資及び出資金 284,277

        有価証券 55,267

        出資金 229,010

        その他 -

      長期延滞債権 640,949

      長期貸付金 1,174,996

      基金 11,232,469

        減債基金 240,000

        その他 10,992,469

      その他 254,522

      徴収不能引当金 -57,518

  流動資産 20,591,647

    現金預金 4,212,835

    未収金 212,616

    短期貸付金 54,315

    基金 16,082,616

      財政調整基金 1,668,607

      減債基金 14,414,009

    棚卸資産 30,442

    その他 9,181

    徴収不能引当金 -10,359

  繰延資産 4,160 純資産合計 220,710,921

資産合計 255,838,467 負債及び純資産合計 255,838,467

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 11,466

    その他 124

純行政コスト 46,231,389

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 26,032

  臨時利益 11,590

  臨時損失 249,934

    災害復旧事業費 28,440

    資産除売却損 195,461

    使用料及び手数料 1,238,515

    その他 677,387

純経常行政コスト 45,993,046

      社会保障給付 4,381,310

      その他 313,818

  経常収益 1,915,902

        その他 357,979

    移転費用 30,321,104

      補助金等 24,881,146

      その他の業務費用 599,190

        支払利息 259,198

        徴収不能引当金繰入額 -17,987

        維持補修費 878,066

        減価償却費 7,527,380

        その他 397

        その他 766,747

      物件費等 11,902,999

        物件費 3,497,156

        職員給与費 3,395,330

        賞与等引当金繰入額 278,522

        退職手当引当金繰入額 645,056

  経常費用 47,908,948

    業務費用 17,587,844

      人件費 5,085,655

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 225,178,073 251,654,451 -26,546,586 70,209

  純行政コスト（△） -46,231,389 -46,203,465 -27,923

  財源 43,531,887 43,503,964 27,923

    税収等 31,348,611 31,323,874 24,738

    国県等補助金 12,183,276 12,180,090 3,186

  本年度差額 -2,699,501 -2,699,501 0

  固定資産等の変動（内部変動） 882,441 -798,099

    有形固定資産等の増加 8,449,354 -8,449,354

    有形固定資産等の減少 -8,763,906 8,763,906

    貸付金・基金等の増加 2,390,373 -2,390,373

    貸付金・基金等の減少 -1,193,379 1,277,721

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,741 3,741

  他団体出資等分の増加 -8,459 8,459

  他団体出資等分の減少 35 -35

  比例連結割合変更に伴う差額 236,790 191,451 45,339 -

  その他 -2,092,524 -1,352,492 -740,032

  本年度純資産変動額 -4,467,152 -274,859 -4,200,717 8,424

本年度末純資産残高 220,710,921 251,379,591 -30,747,303 78,633

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 69,598

本年度歳計外現金増減額 -12,799

本年度末歳計外現金残高 56,799

本年度末現金預金残高 4,212,835

財務活動収支 -1,874,139

本年度資金収支額 195,804

前年度末資金残高 3,960,069

比例連結割合変更に伴う差額 163

本年度末資金残高 4,156,036

    地方債等償還支出 4,650,660

    その他の支出 9,195

  財務活動収入 2,785,716

    地方債等発行収入 2,777,864

    その他の収入 7,851

    資産売却収入 37,001

    その他の収入 6,723

投資活動収支 -3,068,630

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,659,855

    その他の支出 528

  投資活動収入 1,186,409

    国県等補助金収入 713,351

    基金取崩収入 329,475

    貸付金元金回収収入 99,860

  投資活動支出 4,255,039

    公共施設等整備費支出 2,694,113

    基金積立金支出 1,266,402

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 293,996

    災害復旧事業費支出 28,440

    その他の支出 12,968

  臨時収入 94,065

業務活動収支 5,138,573

【投資活動収支】

    税収等収入 31,723,339

    国県等補助金収入 11,418,145

    使用料及び手数料収入 1,070,725

    その他の収入 687,695

  臨時支出 41,409

    移転費用支出 30,315,903

      補助金等支出 24,876,376

      社会保障給付支出 4,381,310

      その他の支出 313,387

  業務収入 44,899,903

    業務費用支出 9,498,084

      人件費支出 4,509,136

      物件費等支出 4,526,799

      支払利息支出 259,198

      その他の支出 202,951

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 39,813,986


