
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 105,817,080   固定負債 30,424,674

    有形固定資産 103,037,987     地方債等 22,151,088

      事業用資産 39,357,660     長期未払金 1,926

        土地 27,967,166     退職手当引当金 894,457

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 7,377,202

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,753,814

        建物 17,123,373     １年内償還予定地方債等 2,114,279

        建物減価償却累計額 -7,814,453     未払金 270,497

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,794,095     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -4,409,775     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 226,072

        船舶 -     預り金 92,326

        船舶減価償却累計額 -     その他 50,639

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 33,178,487

        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 107,204,267

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -28,860,011

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 151,097

        その他減価償却累計額 -30,465

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 576,621

      インフラ資産 62,783,639

        土地 13,764,206

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,650,930

        建物減価償却累計額 -1,151,089

        建物減損損失累計額 -

        工作物 88,642,256

        工作物減価償却累計額 -42,358,310

        工作物減損損失累計額 -

        その他 16,275

        その他減価償却累計額 -8,878

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 228,249

      物品 2,288,232

      物品減価償却累計額 -1,391,544

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 15,269

      ソフトウェア 3,739

      その他 11,530

    投資その他の資産 2,763,824

      投資及び出資金 18,451

        有価証券 7,961

        出資金 10,490

        その他 -

      長期延滞債権 1,163,725

      長期貸付金 695

      基金 1,653,626

        減債基金 -

        その他 1,653,626

      その他 -

      徴収不能引当金 -72,673

  流動資産 5,705,664

    現金預金 3,939,627

    未収金 375,123

    短期貸付金 -

    基金 1,387,188

      財政調整基金 1,387,188

      減債基金 -

    棚卸資産 5,000

    その他 785

    徴収不能引当金 -2,058

  繰延資産 - 純資産合計 78,344,256

資産合計 111,522,743 負債及び純資産合計 111,522,743

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 3,944

    その他 32,110

純行政コスト 30,197,208

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,467

  臨時利益 36,054

  臨時損失 12,774

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 9,308

    使用料及び手数料 1,271,370

    その他 795,683

純経常行政コスト 30,220,487

      社会保障給付 4,237,042

      その他 18,333

  経常収益 2,067,053

        その他 233,102

    移転費用 19,998,990

      補助金等 15,406,654

      その他の業務費用 495,034

        支払利息 193,319

        徴収不能引当金繰入額 68,613

        維持補修費 132,616

        減価償却費 2,654,655

        その他 18,929

        その他 315,911

      物件費等 8,308,255

        物件費 5,502,055

        職員給与費 2,946,670

        賞与等引当金繰入額 222,680

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 32,287,540

    業務費用 12,288,550

      人件費 3,485,262

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：全体会計 （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 79,510,210 103,715,975 -24,205,765 -

  純行政コスト（△） -30,197,208 -30,197,208 -

  財源 29,296,917 29,296,917 -

    税収等 21,140,994 21,140,994 -

    国県等補助金 8,155,923 8,155,923 -

  本年度差額 -900,291 -900,291 -

  固定資産等の変動（内部変動） 3,597,175 -3,597,175

    有形固定資産等の増加 14,153,020 -14,153,020

    有形固定資産等の減少 -8,939,217 8,939,217

    貸付金・基金等の増加 777,480 -777,480

    貸付金・基金等の減少 -2,394,108 2,394,108

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -108,883 -108,883

  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 -156,781 - -156,781

  本年度純資産変動額 -1,165,954 3,488,292 -4,654,246 -

本年度末純資産残高 78,344,256 107,204,267 -28,860,011 -

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：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 121,485

本年度歳計外現金増減額 -29,329

本年度末歳計外現金残高 92,156

本年度末現金預金残高 3,939,627

財務活動収支 4,526,598

本年度資金収支額 114,287

前年度末資金残高 3,733,184

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,847,471

    地方債等償還支出 2,519,199

    その他の支出 48,450

  財務活動収入 7,094,247

    地方債等発行収入 7,094,247

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,404

    その他の収入 -

投資活動収支 -5,843,677

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,567,649

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,263,072

    国県等補助金収入 537,714

    基金取崩収入 1,685,459

    貸付金元金回収収入 34,496

  投資活動支出 8,106,749

    公共施設等整備費支出 7,848,892

    基金積立金支出 223,582

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 34,276

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 3,467

  臨時収入 78

業務活動収支 1,431,367

【投資活動収支】

    税収等収入 20,936,220

    国県等補助金収入 7,997,015

    使用料及び手数料収入 1,286,639

    その他の収入 720,120

  臨時支出 3,467

    移転費用支出 19,998,990

      補助金等支出 15,406,654

      社会保障給付支出 4,237,042

      その他の支出 18,333

  業務収入 30,939,993

    業務費用支出 9,506,248

      人件費支出 3,447,297

      物件費等支出 5,641,559

      支払利息支出 193,319

      その他の支出 224,073

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 29,505,238


