
【様式第1号】

（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 2,802,007,394   固定負債 1,283,900,658

    有形固定資産 2,733,638,351     地方債等 1,000,144,780

      事業用資産 902,865,443     長期未払金 18,575,994

        土地 616,413,945     退職手当引当金 69,525,807

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 662,492,092     その他 195,654,077

        建物減価償却累計額 -395,596,015   流動負債 151,246,413

        工作物 31,852,935     １年内償還予定地方債等 119,782,903

        工作物減価償却累計額 -21,895,070     未払金 13,248,065

        船舶 916,594     未払費用 1,065,259

        船舶減価償却累計額 -915,997     前受金 1,871,220

        浮標等 -     前受収益 17

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 6,368,582

        航空機 1,778,700     預り金 7,113,130

        航空機減価償却累計額 -1,778,700     その他 1,797,238

        その他 8,512,980 負債合計 1,435,147,071

        その他減価償却累計額 -7,416,333 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,500,312   固定資産等形成分 2,909,015,906

      インフラ資産 1,779,935,701   余剰分（不足分） -1,378,345,652

        土地 744,961,124   他団体出資等分 1,210,439

        建物 53,686,904

        建物減価償却累計額 -30,411,731

        工作物 2,229,349,531

        工作物減価償却累計額 -1,372,930,201

        その他 426,207

        その他減価償却累計額 -81,877

        建設仮勘定 154,935,745

      物品 142,848,533

      物品減価償却累計額 -92,011,326

    無形固定資産 30,751,402

      ソフトウェア 894,687

      その他 29,856,716

    投資その他の資産 37,617,640

      投資及び出資金 2,400,754

        有価証券 326,620

        出資金 2,074,134

        その他 -

      長期延滞債権 8,359,424

      長期貸付金 2,847,073

      基金 24,501,492

        減債基金 -

        その他 24,501,492

      その他 671,459

      徴収不能引当金 -1,162,561

  流動資産 165,020,371

    現金預金 35,220,222

    未収金 11,017,819

    短期貸付金 6,352

    基金 107,002,161

      財政調整基金 7,582,867

      減債基金 99,419,294

    棚卸資産 12,503,483

    その他 90,355

    徴収不能引当金 -820,021

  繰延資産 - 純資産合計 1,531,880,694

資産合計 2,967,027,765 負債及び純資産合計 2,967,027,765

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（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 677,591,998

    業務費用 327,841,812

      人件費 148,354,498

        職員給与費 99,204,409

        賞与等引当金繰入額 6,465,212

        退職手当引当金繰入額 35,014,324

        その他 7,670,554

      物件費等 149,841,941

        物件費 80,772,284

        維持補修費 3,862,734

        減価償却費 63,327,801

        その他 1,879,123

      その他の業務費用 29,645,373

        支払利息 12,906,457

        徴収不能引当金繰入額 1,311,204

        その他 15,427,712

    移転費用 349,750,185

      補助金等 263,777,144

      社会保障給付 84,172,820

      その他 1,800,221

  経常収益 102,304,715

    使用料及び手数料 41,178,221

    その他 61,126,495

純経常行政コスト 575,287,282

  臨時損失 2,390,753

    災害復旧事業費 560,807

    資産除売却損 1,212,311

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 617,635

  臨時利益 1,559,992

    資産売却益 1,143,757

    その他 416,234

純行政コスト 576,118,044



【様式第3号】

（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 1,576,750,735 2,936,583,503 -1,360,995,985 1,163,217

  純行政コスト（△） -576,118,044 -575,832,717 -285,327

  財源 541,315,347 540,982,798 332,549

    税収等 367,500,109 367,496,593 3,516

    国県等補助金 173,815,238 173,486,205 329,033

  本年度差額 -34,802,696 -34,849,918 47,222

  固定資産等の変動（内部変動） -22,970,730 22,970,730

    有形固定資産等の増加 45,523,543 -45,523,543

    有形固定資産等の減少 -68,534,352 68,534,352

    貸付金・基金等の増加 37,547,490 -37,547,490

    貸付金・基金等の減少 -37,507,412 37,507,412

  資産評価差額 111 111

  無償所管換等 -5,854,114 -5,854,114

  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 244,895 40,465 204,430 -

  その他 -4,458,238 1,216,671 -5,674,909

  本年度純資産変動額 -44,870,042 -27,567,597 -17,349,667 47,222

本年度末純資産残高 1,531,880,694 2,909,015,906 -1,378,345,652 1,210,439

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】

（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 586,460,828

    業務費用支出 236,547,417

      人件費支出 121,591,734

      物件費等支出 83,744,902

      支払利息支出 12,892,663

      その他の支出 18,318,117

    移転費用支出 349,913,412

      補助金等支出 263,939,887

      社会保障給付支出 84,172,820

      その他の支出 1,800,705

  業務収入 639,138,239

    税収等収入 366,637,920

    国県等補助金収入 168,945,862

    使用料及び手数料収入 39,701,380

    その他の収入 63,853,078

  臨時支出 579,486

    災害復旧事業費支出 560,807

    その他の支出 18,679

  臨時収入 1,474,607

業務活動収支 53,572,531

【投資活動収支】

  投資活動支出 100,492,009

    公共施設等整備費支出 33,866,794

    基金積立金支出 35,050,813

    投資及び出資金支出 20,000

    貸付金支出 372,060

    その他の支出 31,182,343

  投資活動収入 76,629,375

    国県等補助金収入 6,195,863

    基金取崩収入 36,371,856

    貸付金元金回収収入 252,428

    資産売却収入 2,615,892

    その他の収入 31,193,335

投資活動収支 -23,862,634

【財務活動収支】

  財務活動支出 135,729,894

    地方債等償還支出 126,577,660

    その他の支出 9,152,234

  財務活動収入 115,406,335

    地方債等発行収入 109,459,916

    その他の収入 5,946,418

前年度末歳計外現金残高 8,034,590

本年度歳計外現金増減額 -1,059,443

本年度末歳計外現金残高 6,975,148

本年度末現金預金残高 35,220,222

財務活動収支 -20,323,559

本年度資金収支額 9,386,338

前年度末資金残高 18,652,539

比例連結割合変更に伴う差額 206,197

本年度末資金残高 28,245,074


