
【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 140,022,192   固定負債 37,231,042

    有形固定資産 135,943,038     地方債等 31,232,474

      事業用資産 41,958,783     長期未払金 -

        土地 23,848,257     退職手当引当金 2,655,101

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 3,343,468

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,591,724

        建物 51,939,075     １年内償還予定地方債等 2,544,329

        建物減価償却累計額 -34,688,576     未払金 413,031

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,528,027     前受金 3,209

        工作物減価償却累計額 -676,199     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 363,817

        船舶 -     預り金 67,137

        船舶減価償却累計額 -     その他 200,201

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 40,822,766

        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 144,590,764

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -36,212,167

        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 1,037,740

        その他減価償却累計額 -1,037,740

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 8,199

      インフラ資産 91,199,984

        土地 6,972,645

        土地減損損失累計額 -

        建物 5,177,023

        建物減価償却累計額 -2,604,383

        建物減損損失累計額 -

        工作物 179,059,324

        工作物減価償却累計額 -100,620,169

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,367,131

        その他減価償却累計額 -706,090

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 2,554,503

      物品 7,849,211

      物品減価償却累計額 -5,064,941

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 16,293

      ソフトウェア 8,470

      その他 7,824

    投資その他の資産 4,062,860

      投資及び出資金 160,528

        有価証券 128,768

        出資金 31,760

        その他 -

      長期延滞債権 899,104

      長期貸付金 24,630

      基金 3,062,260

        減債基金 -

        その他 3,062,260

      その他 67,375

      徴収不能引当金 -151,037

  流動資産 9,179,171

    現金預金 3,196,358

    未収金 1,249,893

    短期貸付金 -

    基金 4,568,572

      財政調整基金 4,206,521

      減債基金 362,051

    棚卸資産 171,655

    その他 3,251

    徴収不能引当金 -10,559

  繰延資産 - 純資産合計 108,378,596

資産合計 149,201,362 負債及び純資産合計 149,201,362

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 708

    その他 3,805

純行政コスト 40,548,745

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 47,191

  臨時利益 4,513

  臨時損失 51,077

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,887

    使用料及び手数料 5,927,500

    その他 1,005,272

純経常行政コスト 40,502,180

      社会保障給付 11,137,464

      その他 55,209

  経常収益 6,932,773

        その他 611,888

    移転費用 26,101,040

      補助金等 14,908,366

      その他の業務費用 1,163,559

        支払利息 465,629

        徴収不能引当金繰入額 86,042

        維持補修費 723,956

        減価償却費 5,018,497

        その他 18,138

        その他 1,520,929

      物件費等 13,269,322

        物件費 7,508,730

        職員給与費 4,747,434

        賞与等引当金繰入額 363,817

        退職手当引当金繰入額 268,853

  経常費用 47,434,953

    業務費用 21,333,913

      人件費 6,901,032

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 110,322,748 145,893,190 -35,570,442 -

  純行政コスト（△） -40,548,745 -40,548,745 -

  財源 38,356,204 38,356,204 -

    税収等 27,033,242 27,033,242 -

    国県等補助金 11,322,962 11,322,962 -

  本年度差額 -2,192,540 -2,192,540 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,104,030 2,104,030

    有形固定資産等の増加 2,343,886 -2,343,886

    有形固定資産等の減少 -5,030,433 5,030,433

    貸付金・基金等の増加 1,369,644 -1,369,644

    貸付金・基金等の減少 -787,128 787,128

  資産評価差額 136 136

  無償所管換等 547,454 547,454

  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 2,485 2,269 216 -

  その他 -301,687 251,744 -553,431

  本年度純資産変動額 -1,944,152 -1,302,427 -641,725 -

本年度末純資産残高 108,378,596 144,590,764 -36,212,167 -

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 5,215

本年度歳計外現金増減額 44,451

本年度末歳計外現金残高 49,666

本年度末現金預金残高 3,196,358

財務活動収支 -1,135,424

本年度資金収支額 25,650

前年度末資金残高 3,120,169

比例連結割合変更に伴う差額 873

本年度末資金残高 3,146,692

    地方債等償還支出 2,880,515

    その他の支出 145,219

  財務活動収入 1,890,310

    地方債等発行収入 1,890,310

    その他の収入 -

    資産売却収入 708

    その他の収入 145,792

投資活動収支 -1,525,031

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,025,734

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,068,191

    国県等補助金収入 237,846

    基金取崩収入 653,925

    貸付金元金回収収入 29,920

  投資活動支出 2,593,222

    公共施設等整備費支出 1,886,013

    基金積立金支出 578,439

    投資及び出資金支出 100,000

    貸付金支出 28,770

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 47,191

  臨時収入 3,805

業務活動収支 2,686,106

【投資活動収支】

    税収等収入 26,989,769

    国県等補助金収入 11,085,116

    使用料及び手数料収入 5,999,875

    その他の収入 889,309

  臨時支出 47,191

    移転費用支出 26,100,980

      補助金等支出 14,908,366

      社会保障給付支出 11,137,404

      その他の支出 55,209

  業務収入 44,964,068

    業務費用支出 16,133,598

      人件費支出 6,821,637

      物件費等支出 8,262,095

      支払利息支出 465,590

      その他の支出 584,277

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 42,234,577
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