
【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 139,789,584   固定負債 37,184,009

    有形固定資産 135,905,963     地方債等 31,108,841

      事業用資産 41,922,207     長期未払金 -

        土地 23,825,829     退職手当引当金 2,626,984

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 104,975

        立木竹 -     その他 3,343,210

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,541,495

        建物 51,722,261     １年内償還予定地方債等 2,541,948

        建物減価償却累計額 -34,483,529     未払金 378,276

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,511,963     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -662,516     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 362,658

        船舶 -     預り金 58,495

        船舶減価償却累計額 -     その他 200,118

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 40,725,505

        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 144,355,818

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -36,678,917

        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 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 7,848,208

      物品減価償却累計額 -5,064,437

      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 3,867,327

      投資及び出資金 171,528

        有価証券 128,768

        出資金 42,760

        その他 -

      長期延滞債権 899,014

      長期貸付金 24,630

      基金 2,866,810

        減債基金 -

        その他 2,866,810

      その他 56,375

      徴収不能引当金 -151,031

  流動資産 8,612,822

    現金預金 2,772,421

    未収金 1,249,838

    短期貸付金 -

    基金 4,566,234

      財政調整基金 4,204,183

      減債基金 362,051

    棚卸資産 34,213

    その他 672

    徴収不能引当金 -10,557

  繰延資産 - 純資産合計 107,676,901

資産合計 148,402,406 負債及び純資産合計 148,402,406

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 708

    その他 4,805

純行政コスト 33,583,269

    損失補償等引当金繰入額 104,975

    その他 47,191

  臨時利益 5,513

  臨時損失 156,052

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,887

    使用料及び手数料 5,925,008

    その他 637,506

純経常行政コスト 33,432,730

      社会保障給付 4,155,521

      その他 55,167

  経常収益 6,562,515

        その他 464,073

    移転費用 19,253,114

      補助金等 15,042,426

      その他の業務費用 1,015,536

        支払利息 465,428

        徴収不能引当金繰入額 86,035

        維持補修費 700,917

        減価償却費 5,010,686

        その他 18,133

        その他 1,516,746

      物件費等 12,958,276

        物件費 7,228,539

        職員給与費 4,622,812

        賞与等引当金繰入額 362,658

        退職手当引当金繰入額 266,102

  経常費用 39,995,244

    業務費用 20,742,130

      人件費 6,768,318

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 109,836,996 145,654,164 -35,817,169 -

  純行政コスト（△） -33,583,269 -33,583,269 -

  財源 31,177,705 31,177,705 -

    税収等 22,907,732 22,907,732 -

    国県等補助金 8,269,973 8,269,973 -

  本年度差額 -2,405,564 -2,405,564 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,097,227 2,097,227

    有形固定資産等の増加 2,343,518 -2,343,518

    有形固定資産等の減少 -5,022,622 5,022,622

    貸付金・基金等の増加 1,364,031 -1,364,031

    貸付金・基金等の減少 -782,154 782,154

  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 - - - -

  その他 -302,122 251,289 -553,411

  本年度純資産変動額 -2,160,095 -1,298,347 -861,748 -

本年度末純資産残高 107,676,901 144,355,818 -36,678,917 -

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 5,215

本年度歳計外現金増減額 44,313

本年度末歳計外現金残高 49,527

本年度末現金預金残高 2,772,421

財務活動収支 -1,063,270

本年度資金収支額 -19,639

前年度末資金残高 2,742,533

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,722,893

    地方債等償還支出 2,454,435

    その他の支出 145,145

  財務活動収入 1,536,310

    地方債等発行収入 1,536,310

    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 -1,594,459

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,599,580

    その他の支出 -

  投資活動収入 993,082

    国県等補助金収入 167,669

    基金取崩収入 648,994

    貸付金元金回収収入 29,920

  投資活動支出 2,587,542

    公共施設等整備費支出 1,885,928

    基金積立金支出 572,844

    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 2,638,090

【投資活動収支】

    税収等収入 22,864,259

    国県等補助金収入 8,102,304

    使用料及び手数料収入 5,997,383

    その他の収入 521,563

  臨時支出 47,191

    移転費用支出 19,253,114

      補助金等支出 15,042,426

      社会保障給付支出 4,155,521

      その他の支出 55,167

  業務収入 37,485,509

    業務費用支出 15,550,920

      人件費支出 6,684,681

      物件費等支出 7,964,393

      支払利息支出 465,389

      その他の支出 436,457

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 34,804,034
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