
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 94,859,822   固定負債 41,543,079

    有形固定資産 85,454,714     地方債等 31,505,492

      事業用資産 42,288,649     長期未払金 -

        土地 16,883,321     退職手当引当金 4,489,226

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 5,548,361

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,186,957

        建物 42,155,684     １年内償還予定地方債等 2,360,484

        建物減価償却累計額 -18,417,227     未払金 169,967

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,645,280     前受金 215,836

        工作物減価償却累計額 -3,124,807     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 293,507

        船舶 -     預り金 75,812

        船舶減価償却累計額 -     その他 71,350

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 44,730,036

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 97,299,944

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -39,941,248

        航空機 -   他団体出資等分 163,316

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        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 146,398

      インフラ資産 40,877,872

        土地 4,154,089

        土地減損損失累計額 -

        建物 7,058,504

        建物減価償却累計額 -3,054,271

        建物減損損失累計額 -

        工作物 70,103,997

        工作物減価償却累計額 -39,464,165

        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 2,079,717

      物品 10,560,811

      物品減価償却累計額 -8,272,618

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,498,388

      ソフトウェア 11,430

      その他 3,486,958

    投資その他の資産 5,906,721

      投資及び出資金 65,844

        有価証券 -

        出資金 61,320

        その他 4,524

      長期延滞債権 583,027

      長期貸付金 98,613

      基金 4,922,130

        減債基金 167,784

        その他 4,754,346

      その他 308,192

      徴収不能引当金 -71,085

  流動資産 7,392,226

    現金預金 4,226,295

    未収金 718,397

    短期貸付金 3,930

    基金 2,436,192

      財政調整基金 2,436,192

      減債基金 -

    棚卸資産 16,514

    その他 22,000

    徴収不能引当金 -31,102

  繰延資産 - 純資産合計 57,522,012

資産合計 102,252,048 負債及び純資産合計 102,252,048

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：千円）

    資産売却益 13,453

    その他 3,126

純行政コスト 28,890,269

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 11,113

  臨時利益 16,579

  臨時損失 52,158

    災害復旧事業費 11,502

    資産除売却損 29,543

    使用料及び手数料 4,034,602

    その他 839,730

純経常行政コスト 28,854,690

      社会保障給付 3,175,803

      その他 65,024

  経常収益 4,874,332

        その他 401,594

    移転費用 18,947,508

      補助金等 15,706,681

      その他の業務費用 807,666

        支払利息 328,852

        徴収不能引当金繰入額 77,219

        維持補修費 941,656

        減価償却費 3,214,969

        その他 17,598

        その他 878,203

      物件費等 8,648,140

        物件費 4,473,916

        職員給与費 4,170,232

        賞与等引当金繰入額 273,395

        退職手当引当金繰入額 3,878

  経常費用 33,729,022

    業務費用 14,781,513

      人件費 5,325,708

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



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 57,712,325 96,818,377 -39,289,018 182,966

  純行政コスト（△） -28,890,269 -28,870,619 -19,650

  財源 29,027,559 29,027,559 -

    税収等 19,043,285 19,043,285 -

    国県等補助金 9,984,273 9,984,273 -

  本年度差額 137,289 156,939 -19,650

  固定資産等の変動（内部変動） 885,079 -885,079

    有形固定資産等の増加 4,623,431 -4,623,431

    有形固定資産等の減少 -3,268,090 3,268,090

    貸付金・基金等の増加 756,906 -756,906

    貸付金・基金等の減少 -1,227,168 1,227,168

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -316,901 -316,901

  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 -5,733 4,888 -10,622 -

  その他 -4,967 -91,498 86,531

  本年度純資産変動額 -190,313 481,567 -652,230 -19,650

本年度末純資産残高 57,522,012 97,299,944 -39,941,248 163,316

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】

会計：連結会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 55,916

本年度歳計外現金増減額 17,851

本年度末歳計外現金残高 73,767

本年度末現金預金残高 4,226,295

財務活動収支 330,054

本年度資金収支額 237,291

前年度末資金残高 3,919,182

比例連結割合変更に伴う差額 -3,945

本年度末資金残高 4,152,528

    地方債等償還支出 2,152,237

    その他の支出 11,738

  財務活動収入 2,494,029

    地方債等発行収入 2,496,047

    その他の収入 -2,018

    資産売却収入 30,993

    その他の収入 83,405

投資活動収支 -2,000,349

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,163,975

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,114,399

    国県等補助金収入 1,164,866

    基金取崩収入 810,306

    貸付金元金回収収入 24,829

  投資活動支出 4,114,748

    公共施設等整備費支出 3,772,609

    基金積立金支出 331,439

    投資及び出資金支出 1,000

    貸付金支出 9,700

    災害復旧事業費支出 11,502

    その他の支出 10,147

  臨時収入 402

業務活動収支 1,907,586

【投資活動収支】

    税収等収入 18,725,822

    国県等補助金収入 8,774,232

    使用料及び手数料収入 4,014,116

    その他の収入 849,845

  臨時支出 21,649

    移転費用支出 18,960,431

      補助金等支出 15,706,941

      社会保障給付支出 3,175,803

      その他の支出 77,686

  業務収入 32,364,015

    業務費用支出 11,474,751

      人件費支出 5,328,197

      物件費等支出 5,449,877

      支払利息支出 328,852

      その他の支出 367,824

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 30,435,181


