
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 29,281,076 固定負債 6,133,474

有形固定資産 26,541,558 地方債 5,042,933
事業用資産 7,069,990 長期未払金 -

土地 3,366,359 退職手当引当金 1,054,494
立木竹 21,660 損失補償等引当金 -
建物 12,420,691 その他 36,047
建物減価償却累計額 △ 8,941,757 流動負債 750,789
工作物 1,232,182 1年内償還予定地方債 503,615
工作物減価償却累計額 △ 1,033,395 未払金 61,441
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 7,870
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 93,982
航空機 - 預り金 60,493
航空機減価償却累計額 - その他 23,388
その他 48 6,884,263
その他減価償却累計額 △ 43 【純資産の部】
建設仮勘定 4,244 固定資産等形成分 31,601,544

インフラ資産 18,783,854 余剰分（不足分） △ 5,831,249
土地 3,432,469 他団体出資等分 -
建物 1,015,301
建物減価償却累計額 △ 162,346
工作物 34,482,177
工作物減価償却累計額 △ 20,010,763
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 27,016

物品 2,860,520
物品減価償却累計額 △ 2,172,806

無形固定資産 2,741
ソフトウェア -
その他 2,741

投資その他の資産 2,736,778
投資及び出資金 182,864

有価証券 157,403
出資金 25,461
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 215,741
長期貸付金 -
基金 2,212,823

減債基金 7,100
その他 2,205,724

その他 141,914
徴収不能引当金 △ 16,566

流動資産 3,373,482
現金預金 965,803
未収金 87,979
短期貸付金 -
基金 2,320,467

財政調整基金 1,806,350
減債基金 514,117

棚卸資産 4,724
その他 2,000
徴収不能引当金 △ 7,492

繰延資産 - 25,770,294
32,654,558 32,654,558

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

329,645

672

672

-

12,355,404

-

3,382,018

477,136

3,200

938,748

558,468

380,279

12,017,764

338,312

275

8,392

-

4,390,465

72,674

3,064,927

1,875,537

79,479

1,106,632

3,279

167,128

33,073

13,187

120,868

8,252,819

34,449

【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

12,956,511

4,703,692

1,471,637

1,271,875

92,640



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 32,055,944 △ 5,993,233 -

純行政コスト（△） 12,355,404 -

財源 12,054,566 -

税収等 7,893,455 -

国県等補助金 4,161,111 -

本年度差額 △ 300,838 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 488,078 488,078

有形固定資産等の増加 362,039 △ 362,039

有形固定資産等の減少 △ 1,118,209 1,118,209

貸付金・基金等の増加 455,548 △ 455,548

貸付金・基金等の減少 △ 187,455 187,455

資産評価差額 2,069

無償所管換等 13,648

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 △ 17,632 △ 192 -

その他 35,592 △ 25,063

本年度純資産変動額 △ 454,401 161,984 -

本年度末純資産残高 31,601,544 △ 5,831,249 -25,770,294

13,648

-

-

△ 17,825

10,528

△ 292,417

2,069

26,062,711

12,355,404

12,054,566

7,893,455

4,161,111

△ 300,838

【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



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 11,754,968

業務費用支出 3,502,170

人件費支出 1,437,754

物件費等支出 1,907,537

支払利息支出 33,073

その他の支出 123,806

移転費用支出 8,252,797

補助金等支出 4,390,464

社会保障給付支出 3,381,997

他会計への繰出支出 477,136

その他の支出 3,200

業務収入 12,906,271

税収等収入 7,884,016

国県等補助金収入 4,097,740

使用料及び手数料収入 585,387

その他の収入 339,128

臨時支出 329,890

災害復旧事業費支出 275

その他の支出 329,615

臨時収入 -

業務活動収支 821,413

【投資活動収支】

投資活動支出 944,108

公共施設等整備費支出 475,649

基金積立金支出 460,459

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 -

その他の支出 8,000

投資活動収入 309,914

国県等補助金収入 103,147

基金取崩収入 174,701

貸付金元金回収収入 59

資産売却収入 672

その他の収入 31,336

投資活動収支 △ 634,194

【財務活動収支】

財務活動支出 512,446

地方債償還支出 512,446

その他の支出 -

財務活動収入 451,973

地方債発行収入 421,274

その他の収入 30,699

財務活動収支 △ 60,473

126,746

780,125

比例連結割合変更に伴う差額 △ 1,561

905,310

前年度末歳計外現金残高 54,939

本年度歳計外現金増減額 5,554

本年度末歳計外現金残高 60,493

本年度末現金預金残高 965,803

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


