
連結 （単位：千円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 25,199,039 固定負債 8,276,720

有形固定資産 23,336,325 地方債 7,036,048
事業用資産 10,163,777 長期未払金 -

土地 3,241,658 退職手当引当金 714,101
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 15,033,184 その他 526,572
建物減価償却累計額 △ 8,424,781 流動負債 507,929
工作物 895,274 1年内償還予定地方債 428,795
工作物減価償却累計額 △ 636,510 未払金 7,091
船舶 110 未払費用 -
船舶減価償却累計額 △ 76 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 49,260
航空機 - 預り金 22,685
航空機減価償却累計額 - その他 98
その他 - 8,784,649
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 54,919 固定資産等形成分 26,109,829

インフラ資産 13,048,005 余剰分（不足分） △ 7,199,077
土地 258,720 他団体出資等分 -
建物 4,642,657
建物減価償却累計額 △ 2,734,416
工作物 21,073,050
工作物減価償却累計額 △ 10,323,057
その他 483,282
その他減価償却累計額 △ 352,231
建設仮勘定 -

物品 610,594
物品減価償却累計額 △ 486,050

無形固定資産 15,431
ソフトウェア 15,285
その他 146

投資その他の資産 1,847,282
投資及び出資金 8,620

有価証券 3,986
出資金 4,634
その他 -

長期延滞債権 167,066
長期貸付金 19,513
基金 1,618,370

減債基金 -
その他 1,618,370

その他 40,373
徴収不能引当金 △ 6,659

流動資産 2,496,362
現金預金 1,550,336
未収金 44,149
短期貸付金 3,492
基金 907,298

財政調整基金 753,298
減債基金 154,000

棚卸資産 156
その他 -
徴収不能引当金 △ 9,069

繰延資産 - 18,910,751
27,695,401 27,695,401

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

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

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

△ 2,588

【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

4,387,828

2,505,550

709,699

628,109

49,260

1,437,179

34,918

1,682,734

875,523

30,954

775,937

320

113,116

83,362

6,824

22,931

1,882,279

-

440,757

4,343

246,646

195,823

50,824

4,141,182

1,000

-

-

1,000

7,199

7,199

-

4,134,983



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 25,759,399 △ 6,962,786 -

純行政コスト（△） △ 4,134,983 -

財源 4,249,116 -

税収等 3,210,855 -

国県等補助金 1,038,261 -

本年度差額 114,133 -

固定資産等の変動（内部変動） 270,683 △ 270,683

有形固定資産等の増加 931,033 △ 931,033

有形固定資産等の減少 △ 775,937 775,937

貸付金・基金等の増加 124,230 △ 124,230

貸付金・基金等の減少 △ 8,642 8,642

資産評価差額 5

無償所管換等 0

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 79,741 △ 79,741

本年度純資産変動額 350,430 △ 236,292 -

本年度末純資産残高 26,109,829 △ 7,199,077 -

【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

5

18,796,613

△ 4,134,983

4,249,116

3,210,855

1,038,261

114,133

18,910,751

0

-

-

-

114,138



【様式第4号】

連結 （単位：千円）

【業務活動収支】

業務支出 3,609,464

業務費用支出 1,727,185

人件費支出 726,630

物件費等支出 909,876

支払利息支出 83,362

その他の支出 7,317

移転費用支出 1,882,279

補助金等支出 1,437,179

社会保障給付支出 440,757

その他の支出 4,343

業務収入 4,213,368

税収等収入 3,147,225

国県等補助金収入 778,562

使用料及び手数料収入 195,669

その他の収入 91,912

臨時支出 -

災害復旧事業費支出 -

その他の支出 -

臨時収入 -

業務活動収支 603,904

【投資活動収支】

投資活動支出 1,053,290

公共施設等整備費支出 939,331

基金積立金支出 112,039

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 1,920

その他の支出 -

投資活動収入 270,006

国県等補助金収入 259,698

基金取崩収入 -

貸付金元金回収収入 3,108

資産売却収入 7,199

その他の収入 -

投資活動収支 △ 783,284

【財務活動収支】

財務活動支出 427,430

地方債償還支出 427,430

その他の支出 -

財務活動収入 382,400

地方債発行収入 382,400

その他の収入 -

財務活動収支 △ 45,030

△ 224,410

1,752,062

1,527,652

前年度末歳計外現金残高 22,338

本年度歳計外現金増減額 346

本年度末歳計外現金残高 22,685

本年度末現金預金残高 1,550,336

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


