
【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 113,906,334   固定負債 34,024,804

    有形固定資産 107,417,742     地方債等 23,466,067

      事業用資産 42,580,273     長期未払金 1,926

        土地 28,754,073     退職手当引当金 3,179,599

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 7,377,213

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,019,818

        建物 20,875,882     １年内償還予定地方債等 2,304,312

        建物減価償却累計額 -9,309,229     未払金 290,464

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 6,140,482     前受金 965

        工作物減価償却累計額 -4,578,188     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 275,077

        船舶 -     預り金 98,361

        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 37,044,623

        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 115,298,091

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -31,686,714

        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 6,644,209

      物品減価償却累計額 -4,590,379

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 15,677

      ソフトウェア 3,739

      その他 11,938

    投資その他の資産 6,472,915

      投資及び出資金 424,151

        有価証券 415,661

        出資金 8,490

        その他 -

      長期延滞債権 1,163,725

      長期貸付金 3,489

      基金 4,954,175

        減債基金 -

        その他 4,954,175

      その他 49

      徴収不能引当金 -72,673

  流動資産 6,749,666

    現金預金 4,166,065

    未収金 440,144

    短期貸付金 -

    基金 1,391,757

      財政調整基金 1,391,757

      減債基金 -

    棚卸資産 753,608

    その他 987

    徴収不能引当金 -2,897

  繰延資産 - 純資産合計 83,611,377

資産合計 120,656,000 負債及び純資産合計 120,656,000

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 3,944

    その他 87,901

純行政コスト 34,316,864

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,467

  臨時利益 91,845

  臨時損失 145,021

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 141,554

    使用料及び手数料 1,404,725

    その他 986,621

純経常行政コスト 34,263,688

      社会保障給付 9,022,286

      その他 20,119

  経常収益 2,391,346

        その他 273,697

    移転費用 22,579,654

      補助金等 13,200,288

      その他の業務費用 552,628

        支払利息 210,051

        徴収不能引当金繰入額 68,880

        維持補修費 275,640

        減価償却費 2,901,597

        その他 19,073

        その他 608,930

      物件費等 8,901,882

        物件費 5,705,573

        職員給与費 3,731,970

        賞与等引当金繰入額 271,687

        退職手当引当金繰入額 8,283

  経常費用 36,655,034

    業務費用 14,075,380

      人件費 4,620,870

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 84,624,646 111,059,682 -26,435,036 -

  純行政コスト（△） -34,316,864 -34,316,864 -

  財源 33,271,063 33,271,063 -

    税収等 23,483,702 23,483,702 -

    国県等補助金 9,787,361 9,787,361 -

  本年度差額 -1,045,801 -1,045,801 -

  固定資産等の変動（内部変動） 3,934,933 -3,934,933

    有形固定資産等の増加 14,870,329 -14,870,329

    有形固定資産等の減少 -9,639,840 9,639,840

    貸付金・基金等の増加 1,220,261 -1,220,261

    貸付金・基金等の減少 -2,515,817 2,515,817

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 125,487 125,487

  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 64,025 12,263 51,762 -

  その他 -156,979 165,727 -322,706

  本年度純資産変動額 -1,013,269 4,238,410 -5,251,678 -

本年度末純資産残高 83,611,377 115,298,091 -31,686,714 -

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 126,395

本年度歳計外現金増減額 -29,305

本年度末歳計外現金残高 97,090

本年度末現金預金残高 4,166,065

財務活動収支 2,934,833

本年度資金収支額 135,536

前年度末資金残高 3,877,167

比例連結割合変更に伴う差額 56,273

本年度末資金残高 4,068,975

    地方債等償還支出 4,315,437

    その他の支出 48,450

  財務活動収入 7,298,721

    地方債等発行収入 7,298,721

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,404

    その他の収入 409

投資活動収支 -4,420,532

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,363,887

    その他の支出 2,677

  投資活動収入 2,423,829

    国県等補助金収入 577,735

    基金取崩収入 1,810,062

    貸付金元金回収収入 30,220

  投資活動支出 6,844,361

    公共施設等整備費支出 6,147,508

    基金積立金支出 256,476

    投資及び出資金支出 407,700

    貸付金支出 30,000

    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 1,621,234

【投資活動収支】

    税収等収入 23,274,653

    国県等補助金収入 9,583,256

    使用料及び手数料収入 1,419,994

    その他の収入 928,345

  臨時支出 3,467

    移転費用支出 22,579,681

      補助金等支出 13,200,288

      社会保障給付支出 9,022,286

      その他の支出 20,146

  業務収入 35,206,248

    業務費用支出 11,001,945

      人件費支出 4,523,075

      物件費等支出 6,004,972

      支払利息支出 210,051

      その他の支出 263,847

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 33,581,626


