
【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 196,174,425   固定負債 58,328,551

    有形固定資産 178,469,234     地方債等 47,864,346

      事業用資産 73,055,935     長期未払金 -

        土地 11,161,624     退職手当引当金 5,284,756

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 107,918,890     その他 5,179,448

        建物減価償却累計額 -50,690,722   流動負債 5,896,705

        工作物 4,318,514     １年内償還予定地方債等 4,903,162

        工作物減価償却累計額 -2,026,131     未払金 206,939

        船舶 -     未払費用 611

        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 378,740

        航空機 -     預り金 327,737

        航空機減価償却累計額 -     その他 79,516

        その他 - 負債合計 64,225,256

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,373,759   固定資産等形成分 202,157,091

      インフラ資産 104,740,461   余剰分（不足分） -57,046,238

        土地 37,471,097   他団体出資等分 -

        建物 1,609,264

        建物減価償却累計額 -806,795

        工作物 126,427,443

        工作物減価償却累計額 -64,736,962

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 4,776,415

      物品 2,560,739

      物品減価償却累計額 -1,887,902

    無形固定資産 128,345

      ソフトウェア 44,815

      その他 83,529

    投資その他の資産 17,576,847

      投資及び出資金 177,678

        有価証券 192,964

        出資金 -25,356

        その他 10,070

      長期延滞債権 1,120,782

      長期貸付金 556,247

      基金 15,782,975

        減債基金 6,044,278

        その他 9,738,697

      その他 10,000

      徴収不能引当金 -70,835

  流動資産 13,161,684

    現金預金 6,145,845

    未収金 901,776

    短期貸付金 51,322

    基金 5,931,344

      財政調整基金 5,931,344

      減債基金 -

    棚卸資産 176,682

    その他 600

    徴収不能引当金 -45,885

  繰延資産 - 純資産合計 145,110,853

資産合計 209,336,109 負債及び純資産合計 209,336,109

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）

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 87,786,945

    業務費用 25,081,358

      人件費 8,091,038

        職員給与費 6,129,262

        賞与等引当金繰入額 374,586

        退職手当引当金繰入額 308,031

        その他 1,279,159

      物件費等 15,592,598

        物件費 8,464,979

        維持補修費 755,996

        減価償却費 6,339,935

        その他 31,687

      その他の業務費用 1,397,722

        支払利息 552,921

        徴収不能引当金繰入額 116,418

        その他 728,383

    移転費用 62,705,588

      補助金等 46,127,662

      社会保障給付 14,512,194

      その他 764,141

  経常収益 4,788,273

    使用料及び手数料 3,300,078

    その他 1,488,195

純経常行政コスト 82,998,672

  臨時損失 5,247,974

    災害復旧事業費 43,552

    資産除売却損 5,204,083

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 339

  臨時利益 13,438

    資産売却益 11,995

    その他 1,443

純行政コスト 88,233,208



【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 147,546,175 207,111,970 -59,565,795 -

  純行政コスト（△） -88,233,208 -88,233,208 -

  財源 85,398,148 85,398,148 -

    税収等 47,430,856 47,430,856 -

    国県等補助金 37,967,292 37,967,292 -

  本年度差額 -2,835,060 -2,835,060 -

  固定資産等の変動（内部変動） -5,182,788 5,182,788

    有形固定資産等の増加 5,145,364 -5,145,364

    有形固定資産等の減少 -11,544,964 11,544,964

    貸付金・基金等の増加 5,497,237 -5,497,237

    貸付金・基金等の減少 -4,280,426 4,280,426

  資産評価差額 -402,342 -402,342

  無償所管換等 1,112,651 1,112,651

  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 -21,627 -146,735 125,108 -

  その他 -288,943 -335,665 46,722

  本年度純資産変動額 -2,435,322 -4,954,879 2,519,558 -

本年度末純資産残高 145,110,853 202,157,091 -57,046,238 -

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）

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 81,105,282

    業務費用支出 18,399,694

      人件費支出 7,837,817

      物件費等支出 9,358,922

      支払利息支出 552,997

      その他の支出 649,958

    移転費用支出 62,705,588

      補助金等支出 46,127,662

      社会保障給付支出 14,512,194

      その他の支出 764,141

  業務収入 87,243,257

    税収等収入 47,584,930

    国県等補助金収入 35,208,050

    使用料及び手数料収入 3,303,959

    その他の収入 1,146,317

  臨時支出 43,645

    災害復旧事業費支出 43,552

    その他の支出 93

  臨時収入 9

業務活動収支 6,094,339

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,706,450

    公共施設等整備費支出 5,182,852

    基金積立金支出 3,523,597

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,934,466

    国県等補助金収入 2,783,345

    基金取崩収入 2,046,441

    貸付金元金回収収入 74,206

    資産売却収入 12,122

    その他の収入 18,351

投資活動収支 -3,771,984

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,387,960

    地方債等償還支出 4,998,621

    その他の支出 389,339

  財務活動収入 3,398,389

    地方債等発行収入 3,382,989

    その他の収入 15,400

前年度末歳計外現金残高 251,845

本年度歳計外現金増減額 5,379

本年度末歳計外現金残高 257,224

本年度末現金預金残高 6,145,845

財務活動収支 -1,989,571

本年度資金収支額 332,784

前年度末資金残高 5,565,700

比例連結割合変更に伴う差額 -9,863

本年度末資金残高 5,888,621


