
【様式第１号】

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 45,740,708 固定負債 28,247,759
有形固定資産 39,229,687 ※ 地方債等 21,822,474
事業用資産 22,021,311 長期未払金 17,416
土地 9,727,022 退職手当引当金 4,675,517
立木竹 - 損失補償等引当金 79,363
建物 29,935,726 その他 1,652,989
建物減価償却累計額 △ 17,784,293 流動負債 3,816,249 ※

工作物 223,752 1年内償還予定地方債等 2,823,330
工作物減価償却累計額 △ 92,635 未払金 80,461
船舶 177 未払費用 0
船舶減価償却累計額 △ 177 前受金 0
浮標等 - 前受収益 358
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 393,621
航空機 - 預り金 5,974
航空機減価償却累計額 - その他 512,506
その他 - 32,064,008
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 11,739 固定資産等形成分 43,112,593
インフラ資産 15,621,505 余剰分（不足分） △ 22,011,316
土地 1,972,849
建物 1,100,744
建物減価償却累計額 △ 401,164
工作物 23,311,808
工作物減価償却累計額 △ 12,035,700
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 1,672,968
物品 6,020,553
物品減価償却累計額 △ 4,433,681
無形固定資産 912,795 ※

ソフトウェア 3,113
その他 909,681
投資その他の資産 5,598,226
投資及び出資金 810,756
有価証券 500
出資金 810,256
その他 -
投資損失引当金 -
長期延滞債権 2,518,503
長期貸付金 7,593
基金 2,456,405
減債基金 -
その他 2,456,405
その他 0
徴収不能引当金 △ 195,031

流動資産 7,424,577 ※

現金預金 3,827,581
未収金 784,143
短期貸付金 354
基金 2,857,799
財政調整基金 2,735,496
減債基金 122,303
棚卸資産 7,712
その他 74
徴収不能引当金 △ 53,087
繰延資産 - 21,101,277

53,165,285 53,165,285

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



【様式第２号】

（単位：千円）

経常費用 37,668,595
業務費用 12,277,970 ※

人件費 5,072,725
職員給与費 4,411,276
賞与等引当金繰入額 391,374
退職手当引当金繰入額 77,671
その他 192,404
物件費等 6,402,440 ※

物件費 4,409,226
維持補修費 477,973
減価償却費 1,508,340
その他 6,902
その他の業務費用 802,806
支払利息 200,071
徴収不能引当金繰入額 244,481
その他 358,254

移転費用 25,390,625 ※

補助金等 20,392,512
社会保障給付 4,889,255
他会計への繰出金 -
その他 108,857

経常収益 2,678,492
使用料及び手数料 1,606,866
その他 1,071,626

純経常行政コスト △ 34,990,103
臨時損失 45,801
災害復旧事業費 -
資産除売却損 0
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 45,801
臨時利益 7,773
資産売却益 2,174
その他 5,599

純行政コスト △ 35,028,131

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



【様式第３号】

（単位：千円）

前年度末純資産残高 19,447,505 42,876,551 △ 23,429,046

純行政コスト（△） △ 35,028,131 △ 35,028,131

財源 36,688,860 36,688,860

税収等 24,985,747 24,985,747

国県等補助金 11,703,113 24,985,747

本年度差額 1,660,730 ※ 1,660,730

固定資産等の変動（内部変動） 266,838 ※ △ 266,838 ※

有形固定資産等の増加 1,450,348 △ 1,450,348

有形固定資産等の減少 △ 1,585,498 1,585,498

貸付金・基金等の増加 688,143 △ 688,143

貸付金・基金等の減少 △ 286,156 286,156

資産評価差額 - -

無償所管換等 264 264
比例連結比例連結割合に伴う差額 △ 173 △ 248 75

その他 △ 7,049 △ 30,813 23,764

本年度純資産変動額 1,653,772 236,042 ※ 1,417,730 ※

本年度末純資産残高 21,101,277 43,112,593 △ 22,011,316

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



【様式第４号】

（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 36,712,777
業務費用支出 11,358,306 ※

人件費支出 4,995,156
物件費等支出 5,092,874
支払利息支出 200,071
その他の支出 1,070,204
移転費用支出 25,354,471 ※

補助金等支出 20,356,358
社会保障給付支出 4,889,255
他会計への繰出支出 0
その他の支出 108,857

業務収入 40,255,669
税収等収入 25,043,096
国県等補助金収入 11,619,802
使用料及び手数料収入 1,635,585
その他の収入 1,957,186
臨時支出 0
災害復旧事業費支出 0
その他の支出 0
臨時収入 3,341
業務活動収支 3,546,233
【投資活動収支】
投資活動支出 2,284,642
公共施設等整備費支出 1,363,478
基金積立金支出 884,947
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 35,046
その他の支出 1,170
投資活動収入 629,937
国県等補助金収入 340,377
基金取崩収入 248,837
貸付金元金回収収入 35,464
資産売却収入 2,174
その他の収入 3,085

投資活動収支 △ 1,654,705
【財務活動収支】
財務活動支出 2,807,968
地方債償還支出 2,806,069
その他の支出 1,899
財務活動収入 1,871,637
地方債発行収入 1,871,637
その他の収入 0

財務活動収支 △ 936,331
955,197

2,670,098
△ 52

3,625,243

前年度末歳計外現金残高 200,893
本年度歳計外現金増減額 1,444
本年度末歳計外現金残高 202,337
本年度末現金預金残高 3,827,581 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

本年度資金収支額
前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
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


