
【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 33,756,376   固定負債 7,558,846

    有形固定資産 27,164,602     地方債等 6,652,499

      事業用資産 11,089,614     長期未払金 260,765

        土地 2,460,515     退職手当引当金 612,477

        立木竹 2,344,773     損失補償等引当金 -

        建物 15,805,624     その他 33,106

        建物減価償却累計額 -9,612,406   流動負債 782,926

        工作物 366,039     １年内償還予定地方債等 648,199

        工作物減価償却累計額 -274,930     未払金 22,791

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 107,429

        航空機 -     預り金 593

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,913

        その他 - 負債合計 8,341,772

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 34,060,794

      インフラ資産 15,581,333   余剰分（不足分） -7,748,458

        土地 5,524   他団体出資等分 -

        建物 5,336,773

        建物減価償却累計額 -2,828,012

        工作物 35,421,404

        工作物減価償却累計額 -22,354,355

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 2,386,646

      物品減価償却累計額 -1,892,991

    無形固定資産 51,469

      ソフトウェア 51,217

      その他 251

    投資その他の資産 6,540,305

      投資及び出資金 42,999

        有価証券 30,563

        出資金 12,436

        その他 -

      長期延滞債権 47,423

      長期貸付金 50,732

      基金 6,367,081

        減債基金 270,792

        その他 6,096,289

      その他 40,937

      徴収不能引当金 -8,866

  流動資産 897,732

    現金預金 172,351

    未収金 416,737

    短期貸付金 -

    基金 304,418

      財政調整基金 304,418

      減債基金 -

    棚卸資産 2,444

    その他 1,782

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 26,312,336

資産合計 34,654,108 負債及び純資産合計 34,654,108

連結貸借対照表
（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　年4月1日
至　年3月31日

科目名 金額

  経常費用 10,311,367

    業務費用 6,030,420

      人件費 1,961,121

        職員給与費 1,407,849

        賞与等引当金繰入額 107,429

        退職手当引当金繰入額 84,379

        その他 361,464

      物件費等 3,222,558

        物件費 1,359,435

        維持補修費 589,345

        減価償却費 1,263,082

        その他 10,696

      その他の業務費用 846,742

        支払利息 57,951

        徴収不能引当金繰入額 -1,800

        その他 790,590

    移転費用 4,280,947

      補助金等 3,781,876

      社会保障給付 486,076

      その他 12,995

  経常収益 1,295,633

    使用料及び手数料 818,567

    その他 477,066

純経常行政コスト 9,015,734

  臨時損失 1,000

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 0

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,000

  臨時利益 8,167

    資産売却益 8,167

    その他 -

純行政コスト 9,008,567



【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)

前年度末純資産残高 27,862,274 34,756,903 -6,894,629

  純行政コスト（△） -9,008,567 -9,008,567

  財源 7,647,682 7,647,682

    税収等 5,725,741 5,725,741

    国県等補助金 1,921,941 1,921,941

  本年度差額 -1,360,885 -1,360,885

  固定資産等の変動（内部変動） -504,257 504,257

    有形固定資産等の増加 1,844,176 -1,844,176

    有形固定資産等の減少 -1,386,984 1,386,984

    貸付金・基金等の増加 515,934 -515,934

    貸付金・基金等の減少 -1,477,383 1,477,383

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1 1

  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 -42,094 -44,737 2,642

  その他 -146,961 -147,117 156

  本年度純資産変動額 -1,549,939 -696,109 -853,829

本年度末純資産残高 26,312,336 34,060,794 -7,748,458

連結純資産変動計算書
自　年4月1日
至　年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）

連結資金収支計算書
自　年4月1日
至　年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 8,246,887

    業務費用支出 3,965,940

      人件費支出 1,858,415

      物件費等支出 1,973,002

      支払利息支出 57,951

      その他の支出 76,572

    移転費用支出 4,280,947

      補助金等支出 3,781,876

      社会保障給付支出 486,076

      その他の支出 12,995

  業務収入 9,007,774

    税収等収入 5,690,759

    国県等補助金収入 1,921,701

    使用料及び手数料収入 875,619

    その他の収入 519,695

  臨時支出 1,639

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,639

  臨時収入 320

業務活動収支 759,567

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,235,716

    公共施設等整備費支出 1,725,960

    基金積立金支出 409,964

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 99,791

    その他の支出 -

  投資活動収入 742,105

    国県等補助金収入 2,008

    基金取崩収入 446,218

    貸付金元金回収収入 103,640

    資産売却収入 8,167

    その他の収入 182,072

投資活動収支 -1,493,611

【財務活動収支】

  財務活動支出 728,812

    地方債等償還支出 707,867

    その他の支出 20,945

  財務活動収入 1,514,017

    地方債等発行収入 1,514,017

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 739

本年度歳計外現金増減額 -357

本年度末歳計外現金残高 381

本年度末現金預金残高 172,351

財務活動収支 785,205

本年度資金収支額 51,161

前年度末資金残高 117,560

比例連結割合変更に伴う差額 3,248

本年度末資金残高 171,969


