
【様式第１号】

連結貸借対照表

（単位：千円）

科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 26,830,668 固定負債 4,179,826
有形固定資産 24,678,092 地方債等 4,104,582

事業用資産 8,088,973 長期未払金 -
土地 349,749 退職手当引当金 62,971
立木竹 806,304 損失補償等引当金 -
建物 16,196,962 その他 12,273
建物減価償却累計額 △ 9,313,281 流動負債 569,228
建物減損損失累計額 - 475,968
工作物 70,432 未払金 14,328
工作物減価償却累計額 △ 21,193 未払費用 3,826
工作物減損損失累計額 - 前受金 -
船舶 - 前受収益 -
船舶減価償却累計額 - 賞与等引当金 46,945
船舶減損損失累計額 - 預り金 27,976
浮標等 - その他 186
浮標等減価償却累計額 - 負債合計 4,749,054
浮標等減損損失累計額 - 【純資産の部】
航空機 - 固定資産等形成分 27,467,947
航空機減価償却累計額 - 余剰分（不足分） △ 4,379,397
航空機減損損失累計額 - 他団体出資等分 -
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 -

インフラ資産 16,342,788
土地 85,591
建物 22,972
建物減価償却累計額 △ 577
建物減損損失累計額 -
工作物 38,964,214
工作物減価償却累計額 △ 22,739,455
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 10,044

物品 723,055
物品減価償却累計額 △ 476,725
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 94
ソフトウェア 19
その他 75

投資その他の資産 2,152,482
投資及び出資金 63,315

有価証券 1,345
出資金 61,970
その他 -

長期延滞債権 5,196
長期貸付金 98,637
基金 1,985,485

減債基金 431,547
その他 1,553,938

その他 -
徴収不能引当金 △ 151

流動資産 1,006,936
現金預金 344,729
未収金 9,969
短期貸付金 -

基金 642,383

財政調整基金 642,383
減債基金 -

棚卸資産 7,606
その他 2,249
徴収不能引当金 -

繰延資産 - 純資産合計 23,088,550
資産合計 27,837,605 負債及び純資産合計 27,837,605

（平成30年3月31日現在）

1年内償還予定地方債等



【様式第２号】

連結行政コスト計算書

（単位：千円）

科目 金額

経常費用 6,252,640

業務費用 3,878,452

人件費 1,128,805

915,223

賞与等引当金繰入額 46,945

退職手当引当金繰入額 62,934

その他 103,704

物件費等 2,651,230

物件費 1,123,904

維持補修費 182,382

減価償却費 1,227,441

その他 117,504

その他の業務費用 98,416

支払利息 48,804

徴収不能引当金繰入額 149

その他 49,463

移転費用 2,374,188

補助金等 2,151,177

社会保障給付 216,310

その他 6,701

経常収益 510,404

使用料及び手数料 147,684

その他 362,719

純経常行政コスト △ 5,742,236

臨時損失 37,082

災害復旧事業費 37,081

資産除売却損 0

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 4,859

資産売却益 4,818

その他 41

純行政コスト △ 5,774,459

自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

職員給与費



【様式第３号】

連結純資産変動計算書

（単位：千円）

科目 合計
他団体出資等分

前年度末純資産残高 23,999,057 28,272,305 △ 4,273,248 -

純行政コスト（△） △ 5,774,459 △ 5,774,459 -

財源 4,846,519 4,846,519 -

税収等 3,518,713 3,518,713 -

国県等補助金 1,327,806 1,327,806 -

本年度差額 △ 927,939 △ 927,939 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 821,667 821,667

有形固定資産等の増加 419,185 △ 419,185

有形固定資産等の減少 △ 1,233,953 1,233,953

貸付金・基金等の増加 310,442 △ 310,442

貸付金・基金等の減少 △ 317,340 317,340

資産評価差額 - -

無償所管換等 17,309 17,309

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 - -

その他 123 - 123

本年度純資産変動額 △ 910,506 △ 804,357 △ 106,149 -

本年度末純資産残高 23,088,550 27,467,947 △ 4,379,397 -

自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



【様式第２号及び第３号】

連結行政コスト及び純資産変動計算書

（単位：千円）
科目 金額

経常費用 6,252,640
業務費用 3,878,452

人件費 1,128,805 　
職員給与費 915,223
賞与等引当金繰入額 46,945
退職手当引当金繰入額 62,934
その他 103,704

物件費等 2,651,230
物件費 1,123,904
維持補修費 182,382
減価償却費 1,227,441
その他 117,504

その他の業務費用 98,416
支払利息 48,804
徴収不能引当金繰入額 149
その他 49,463

移転費用 2,374,188
補助金等 2,151,177
社会保障給付 216,310
その他 6,701

経常収益 510,404
使用料及び手数料 147,684
その他 362,719

純経常行政コスト △ 5,742,236
臨時損失 37,082

災害復旧事業費 37,081
資産除売却損 0
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 4,859
資産売却益 4,818 金額
その他 41 固定資産等形成分 余剰分（不足分） 他団体出資等分

純行政コスト △ 5,774,459 △ 5,774,459 -
財源 4,846,519 4,846,519 -

税収等 3,518,713 3,518,713 -
国県等補助金 1,327,806 1,327,806 -

本年度差額 △ 927,939 △ 927,939 -
固定資産等の変動（内部変動） △ 821,667 821,667

有形固定資産等の増加 419,185 △ 419,185
有形固定資産等の減少 △ 1,233,953 1,233,953
貸付金・基金等の増加 310,442 △ 310,442
貸付金・基金等の減少 △ 317,340 317,340

資産評価差額 - -
無償所管換等 17,309 17,309
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 - -
その他 123 - 123

本年度純資産変動額 △ 910,506 △ 804,357 △ 106,149 -
前年度末純資産残高 23,999,057 28,272,305 △ 4,273,248 -
本年度末純資産残高 23,088,550 27,467,947 △ 4,379,397 -

自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第４号】

連結資金収支計算書

（単位：千円）

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出 4,961,277

業務費用支出 2,587,091
人件費支出 1,063,526
物件費等支出 1,430,285
支払利息支出 48,788
その他の支出 44,491

移転費用支出 2,374,186
補助金等支出 2,151,175
社会保障給付支出 216,310
その他の支出 6,701

業務収入 5,185,104
税収等収入 3,516,721
国県等補助金収入 1,162,520
使用料及び手数料収入 145,796
その他の収入 360,066

臨時支出 37,081
災害復旧事業費支出 37,081
その他の支出 -

臨時収入 41
業務活動収支 186,786
【投資活動収支】

投資活動支出 731,860
公共施設等整備費支出 417,997
基金積立金支出 260,808
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 53,055
その他の支出 -

投資活動収入 503,242
国県等補助金収入 165,285
基金取崩収入 244,710
貸付金元金回収収入 56,097
資産売却収入 12,420
その他の収入 24,729

投資活動収支 △ 228,618
【財務活動収支】

財務活動支出 428,727
地方債等償還支出 424,061
その他の支出 4,666

財務活動収入 418,981
地方債等発行収入 418,981
その他の収入 -

財務活動収支 △ 9,746
本年度資金収支額 △ 51,578
前年度末資金残高 370,619
比例連結割合変更に伴う差額 -
本年度末資金残高 319,041

前年度末歳計外現金残高 17,983
本年度歳計外現金増減額 7,705
本年度末歳計外現金残高 25,688
本年度末現金預金残高 344,729

自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日
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