
【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 15,653,545   固定負債 4,847,441

    有形固定資産 13,690,741     地方債等 3,226,095

      事業用資産 6,865,583     長期未払金 0

        土地 1,470,290     退職手当引当金 1,109,682

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 511,664

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 482,317

        建物 10,059,333     １年内償還予定地方債等 322,620

        建物減価償却累計額 -5,268,578     未払金 34,309

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 728,463     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -249,448     前受収益 169

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 65,248

        船舶 -     預り金 19,933

        船舶減価償却累計額 -     その他 40,038

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,329,758

        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 16,889,703

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -3,812,230

        航空機 -   他団体出資等分 4,022

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 42,813

        その他減価償却累計額 -22,229

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 104,939

      インフラ資産 6,417,072

        土地 154,065

        土地減損損失累計額 -

        建物 529,274

        建物減価償却累計額 -317,158

        建物減損損失累計額 -

        工作物 13,011,710

        工作物減価償却累計額 -7,145,361

        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 184,543

      物品 1,272,948

      物品減価償却累計額 -864,862

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 928,429

      ソフトウェア 13,826

      その他 914,603

    投資その他の資産 1,034,375

      投資及び出資金 8,822

        有価証券 -

        出資金 8,822

        その他 -

      長期延滞債権 81,586

      長期貸付金 1,549

      基金 946,726

        減債基金 52,919

        その他 893,807

      その他 0

      徴収不能引当金 -4,308

  流動資産 2,757,709

    現金預金 1,360,546

    未収金 157,259

    短期貸付金 68

    基金 1,236,090

      財政調整基金 1,236,090

      減債基金 -

    棚卸資産 10,161

    その他 469

    徴収不能引当金 -6,885

  繰延資産 - 純資産合計 13,081,496

資産合計 18,411,253 負債及び純資産合計 18,411,253

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 10,333

    その他 21

純行政コスト 5,456,442

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 4,187

  臨時利益 10,353

  臨時損失 4,187

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    使用料及び手数料 336,745

    その他 319,863

純経常行政コスト 5,462,609

      社会保障給付 274,433

      その他 20,024

  経常収益 656,607

        その他 78,340

    移転費用 3,324,867

      補助金等 3,030,410

      その他の業務費用 124,063

        支払利息 34,958

        徴収不能引当金繰入額 10,765

        維持補修費 51,570

        減価償却費 653,616

        その他 13

        その他 127,331

      物件費等 1,572,266

        物件費 867,067

        職員給与費 832,371

        賞与等引当金繰入額 64,991

        退職手当引当金繰入額 73,327

  経常費用 6,119,216

    業務費用 2,794,349

      人件費 1,098,020

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 11,655,500 16,338,388 -4,686,911 4,022

  純行政コスト（△） -5,456,442 -5,456,442 -

  財源 6,830,312 6,830,312 -

    税収等 5,135,437 5,135,437 -

    国県等補助金 1,694,875 1,694,875 -

  本年度差額 1,373,870 1,373,870 -

  固定資産等の変動（内部変動） 454,815 -454,815

    有形固定資産等の増加 712,256 -712,256

    有形固定資産等の減少 -581,546 581,546

    貸付金・基金等の増加 974,557 -974,557

    貸付金・基金等の減少 -650,453 650,453

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,772 8,772

  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 42,060 86,615 -44,555 -

  その他 1,293 1,114 180

  本年度純資産変動額 1,425,996 551,315 874,681 -

本年度末純資産残高 13,081,496 16,889,703 -3,812,230 4,022

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 19,244

本年度歳計外現金増減額 -265

本年度末歳計外現金残高 18,978

本年度末現金預金残高 1,360,546

財務活動収支 23,154

本年度資金収支額 847,877

前年度末資金残高 504,680

比例連結割合変更に伴う差額 -10,990

本年度末資金残高 1,341,568

    地方債等償還支出 344,011

    その他の支出 12,137

  財務活動収入 379,302

    地方債等発行収入 355,443

    その他の収入 23,859

    資産売却収入 19,616

    その他の収入 -

投資活動収支 -743,450

【財務活動収支】

  財務活動支出 356,148

    その他の支出 0

  投資活動収入 610,196

    国県等補助金収入 242,541

    基金取崩収入 347,913

    貸付金元金回収収入 126

  投資活動支出 1,353,646

    公共施設等整備費支出 685,046

    基金積立金支出 667,673

    投資及び出資金支出 918

    貸付金支出 9

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 4,178

  臨時収入 12

業務活動収支 1,568,174

【投資活動収支】

    税収等収入 5,113,455

    国県等補助金収入 1,401,315

    使用料及び手数料収入 336,619

    その他の収入 205,926

  臨時支出 4,178

    移転費用支出 3,414,595

      補助金等支出 3,120,512

      社会保障給付支出 274,433

      その他の支出 19,650

  業務収入 7,057,315

    業務費用支出 2,070,380

      人件費支出 1,016,050

      物件費等支出 918,030

      支払利息支出 34,958

      その他の支出 101,342

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 5,484,975


