
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 54,593,433 固定負債 7,183,750

有形固定資産 52,270,871 地方債 4,142,486
事業用資産 10,914,283 長期未払金 -

土地 6,127,521 退職手当引当金 1,310,239
立木竹 265,742 損失補償等引当金 -
建物 13,061,967 その他 1,731,025
建物減価償却累計額 △ 9,159,455 流動負債 671,386
工作物 1,480,471 1年内償還予定地方債 515,391
工作物減価償却累計額 △ 1,010,178 未払金 4,562
船舶 6,387 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 6,387 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 93,266
航空機 - 預り金 46,737
航空機減価償却累計額 - その他 11,429
その他 48 7,855,136
その他減価償却累計額 △ 43 【純資産の部】
建設仮勘定 148,211 固定資産等形成分 55,484,414

インフラ資産 40,220,259 余剰分（不足分） △ 6,537,564
土地 1,207,255 他団体出資等分 -
建物 819,963
建物減価償却累計額 △ 254,958
工作物 95,458,616
工作物減価償却累計額 △ 57,090,660
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 80,043

物品 2,577,476
物品減価償却累計額 △ 1,441,147

無形固定資産 186,332
ソフトウェア 7,209
その他 179,122

投資その他の資産 2,136,230
投資及び出資金 144,977

有価証券 132,846
出資金 12,131
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 70,622
長期貸付金 81
基金 1,823,486

減債基金 74,816
その他 1,748,670

その他 100,160
徴収不能引当金 △ 3,096

流動資産 2,208,354
現金預金 1,201,675
未収金 116,022
短期貸付金 -
基金 890,981

財政調整基金 890,981
減債基金 -

棚卸資産 577
その他 2,776
徴収不能引当金 △ 3,677

繰延資産 198 48,946,849
56,801,985 56,801,985

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
連結貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）

科目 科目

負債合計



連結 （単位：千円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

17,482

【様式第２号】

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 金額

11,507,621

5,682,502

1,423,091

1,178,708

94,632

2,963,361

132,268

4,145,732

1,435,278

194,779

2,512,053

3,623

113,679

43,790

1,751

68,137

5,825,119

-

2,536,677

305,750

19,331

702,750

414,236

288,513

10,804,871

7,804

-

6,342

-

1,461

107,636

1

107,636

10,705,039



連結 （単位：千円）

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 56,455,170 △ 6,849,854 -

純行政コスト（△） 10,705,039 -

財源 9,516,412 -

税収等 6,945,315 -

国県等補助金 2,571,097 -

本年度差額 △ 1,188,627 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,500,172 1,500,172

有形固定資産等の増加 895,272 △ 895,272

有形固定資産等の減少 △ 2,523,715 2,523,715

貸付金・基金等の増加 392,870 △ 392,870

貸付金・基金等の減少 △ 264,599 264,599

資産評価差額 704

無償所管換等 549,059

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 -

その他 △ 20,348 744

本年度純資産変動額 △ 970,756 312,290 -

本年度末純資産残高 55,484,414 △ 6,537,564 -

【様式第３号】

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

科目 合計

704

49,605,316

10,705,039

9,516,412

6,945,315

2,571,097

△ 1,188,627

48,946,849

549,059

-

-

-

△ 19,603

△ 658,467



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 8,965,587

業務費用支出 3,140,433

人件費支出 1,403,829

物件費等支出 1,643,801

支払利息支出 43,790

その他の支出 49,013

移転費用支出 5,825,153

補助金等支出 2,963,366

社会保障給付支出 2,536,660

他会計への繰出支出 305,750

その他の支出 19,378

業務収入 9,911,590

税収等収入 6,881,953

国県等補助金収入 2,369,562

使用料及び手数料収入 408,526

その他の収入 251,549

臨時支出 18

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 18

臨時収入 -

業務活動収支 945,985

【投資活動収支】

投資活動支出 1,259,292

公共施設等整備費支出 795,195

基金積立金支出 334,062

投資及び出資金支出 100,000

貸付金支出 30,035

その他の支出 -

投資活動収入 557,467

国県等補助金収入 163,810

基金取崩収入 230,687

貸付金元金回収収入 30,026

資産売却収入 5,006

その他の収入 127,938

投資活動収支 △ 701,825

【財務活動収支】

財務活動支出 565,214

地方債償還支出 552,997

その他の支出 12,217

財務活動収入 489,590

地方債発行収入 489,590

その他の収入 -

財務活動収支 △ 75,623

168,537

988,447

比例連結割合変更に伴う差額 -

1,156,983

前年度末歳計外現金残高 44,639

本年度歳計外現金増減額 53

本年度末歳計外現金残高 44,692

本年度末現金預金残高 1,201,675

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


