
【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 13,458,915   固定負債 4,007,500

    有形固定資産 11,965,802     地方債等 2,902,872

      事業用資産 5,945,392     長期未払金 -

        土地 1,385,064     退職手当引当金 1,049,685

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 54,943

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 376,099

        建物 8,733,211     １年内償還予定地方債等 284,058

        建物減価償却累計額 -4,639,354     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 671,027     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -226,015     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 56,288

        船舶 -     預り金 18,924

        船舶減価償却累計額 -     その他 16,829

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 4,383,599

        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 14,693,587

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -3,939,179

        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 -

        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 21,460

      インフラ資産 5,844,321

        土地 63,383

        土地減損損失累計額 -

        建物 359,247

        建物減価償却累計額 -218,955

        建物減損損失累計額 -

        工作物 12,252,993

        工作物減価償却累計額 -6,726,341

        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 113,994

      物品 458,302

      物品減価償却累計額 -282,213

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 13,826

      ソフトウェア 13,826

      その他 0

    投資その他の資産 1,479,288

      投資及び出資金 501,022

        有価証券 -

        出資金 501,022

        その他 -

      長期延滞債権 81,510

      長期貸付金 -

      基金 901,064

        減債基金 52,919

        その他 848,145

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,308

  流動資産 1,679,092

    現金預金 295,264

    未収金 146,506

    短期貸付金 -

    基金 1,234,672

      財政調整基金 1,234,672

      減債基金 -

    棚卸資産 9,536

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,885

  繰延資産 - 純資産合計 10,754,408

資産合計 15,138,008 負債及び純資産合計 15,138,008

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 10,333

    その他 -

純行政コスト 4,830,034

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 10,333

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 136,620

    その他 199,128

純経常行政コスト 4,840,367

      社会保障給付 274,433

      その他 17,390

  経常収益 335,748

        その他 36,209

    移転費用 2,926,119

      補助金等 2,634,297

      その他の業務費用 76,446

        支払利息 29,472

        徴収不能引当金繰入額 10,765

        維持補修費 36,208

        減価償却費 529,801

        その他 -

        その他 121,109

      物件費等 1,269,125

        物件費 703,116

        職員給与費 653,708

        賞与等引当金繰入額 56,288

        退職手当引当金繰入額 73,319

  経常費用 5,176,115

    業務費用 2,249,995

      人件費 904,425

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 10,318,061 14,280,144 -3,962,083 -

  純行政コスト（△） -4,830,034 -4,830,034 -

  財源 5,256,317 5,256,317 -

    税収等 3,949,847 3,949,847 -

    国県等補助金 1,306,470 1,306,470 -

  本年度差額 426,283 426,283 -

  固定資産等の変動（内部変動） 403,607 -403,607

    有形固定資産等の増加 543,602 -543,602

    有形固定資産等の減少 -457,475 457,475

    貸付金・基金等の増加 964,190 -964,190

    貸付金・基金等の減少 -646,710 646,710

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 8,772 8,772

  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 1,293 1,065 228

  本年度純資産変動額 436,348 413,444 22,904 -

本年度末純資産残高 10,754,408 14,693,587 -3,939,179 -

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 19,228

本年度歳計外現金増減額 -304

本年度末歳計外現金残高 18,924

本年度末現金預金残高 295,264

財務活動収支 -10,711

本年度資金収支額 18,274

前年度末資金残高 258,066

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 276,340

    地方債等償還支出 288,379

    その他の支出 7,133

  財務活動収入 284,800

    地方債等発行収入 284,800

    その他の収入 -

    資産売却収入 19,616

    その他の収入 -

投資活動収支 -597,442

【財務活動収支】

  財務活動支出 295,511

    その他の支出 -

  投資活動収入 606,462

    国県等補助金収入 242,541

    基金取崩収入 344,305

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 1,203,904

    公共施設等整備費支出 543,602

    基金積立金支出 659,384

    投資及び出資金支出 918

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 626,428

【投資活動収支】

    税収等収入 3,944,740

    国県等補助金収入 1,012,910

    使用料及び手数料収入 136,494

    その他の収入 88,444

  臨時支出 -

    移転費用支出 2,926,119

      補助金等支出 2,634,297

      社会保障給付支出 274,433

      その他の支出 17,390

  業務収入 5,182,588

    業務費用支出 1,630,040

      人件費支出 825,035

      物件費等支出 739,324

      支払利息支出 29,472

      その他の支出 36,209

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 4,556,160


