
【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 28,255,063   固定負債 6,673,372

    有形固定資産 25,986,176     地方債等 5,455,328

      事業用資産 17,183,641     長期未払金 1,929

        土地 4,199,462     退職手当引当金 1,101,625

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 151,897     その他 114,490

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 986,679

        建物 24,336,671     １年内償還予定地方債等 865,234

        建物減価償却累計額 -14,324,405     未払金 69,723

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 9,189,515     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,453,414     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 30,897

        船舶 -     預り金 592

        船舶減価償却累計額 -     その他 20,233

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,660,051

        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 29,580,902

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,841,655

        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 83,915

      インフラ資産 6,743,143

        土地 103,912

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,880,079

        建物減価償却累計額 -1,622,879

        建物減損損失累計額 -

        工作物 14,991,644

        工作物減価償却累計額 -8,636,225

        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 26,611

      物品 12,612,744

      物品減価償却累計額 -10,553,352

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 10

      ソフトウェア -

      その他 10

    投資その他の資産 2,268,877

      投資及び出資金 38,744

        有価証券 26,352

        出資金 12,392

        その他 -

      長期延滞債権 162,268

      長期貸付金 55,600

      基金 1,792,252

        減債基金 -

        その他 1,792,252

      その他 226,051

      徴収不能引当金 -6,039

  流動資産 3,144,235

    現金預金 1,654,302

    未収金 150,691

    短期貸付金 11,100

    基金 1,314,739

      財政調整基金 835,279

      減債基金 479,460

    棚卸資産 2,888

    その他 10,561

    徴収不能引当金 -47

  繰延資産 - 純資産合計 23,739,246

資産合計 31,399,298 負債及び純資産合計 31,399,298

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 64

    その他 -

純行政コスト 3,993,822

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 588

  臨時利益 64

  臨時損失 7,098

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,510

    使用料及び手数料 904,098

    その他 117,897

純経常行政コスト 3,986,788

      社会保障給付 1,313,123

      その他 2,968

  経常収益 1,021,995

        その他 76,555

    移転費用 1,516,448

      補助金等 200,356

      その他の業務費用 127,232

        支払利息 50,566

        徴収不能引当金繰入額 111

        維持補修費 131,461

        減価償却費 1,335,876

        その他 2,294

        その他 178,989

      物件費等 2,435,876

        物件費 966,245

        職員給与費 610,082

        賞与等引当金繰入額 30,897

        退職手当引当金繰入額 109,259

  経常費用 5,008,782

    業務費用 3,492,335

      人件費 929,227

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 23,898,934 29,825,804 -5,926,708 -162

  純行政コスト（△） -3,993,822 -3,993,822 -

  財源 3,882,011 3,882,011 -

    税収等 3,126,346 3,126,346 -

    国県等補助金 755,665 755,665 -

  本年度差額 -111,810 -111,810 -

  固定資産等の変動（内部変動） -185,931 185,931

    有形固定資産等の増加 1,006,948 -1,006,948

    有形固定資産等の減少 -1,354,382 1,354,382

    貸付金・基金等の増加 546,747 -546,747

    貸付金・基金等の減少 -385,244 385,244

  資産評価差額 1,362 1,362

  無償所管換等 26,985 26,985

  他団体出資等分の増加 -162 162

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -8,814 -20,024 11,210 -

  その他 0 115 -115

  本年度純資産変動額 -92,278 -177,492 85,052 162

本年度末純資産残高 23,739,246 29,580,902 -5,841,655 -

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 182

本年度歳計外現金増減額 57

本年度末歳計外現金残高 239

本年度末現金預金残高 1,654,302

財務活動収支 -39,286

本年度資金収支額 173,862

前年度末資金残高 1,480,570

比例連結割合変更に伴う差額 -368

本年度末資金残高 1,654,063

    地方債等償還支出 802,151

    その他の支出 21,535

  財務活動収入 784,400

    地方債等発行収入 784,400

    その他の収入 -

    資産売却収入 474

    その他の収入 5

投資活動収支 -1,051,338

【財務活動収支】

  財務活動支出 823,686

    その他の支出 -

  投資活動収入 425,950

    国県等補助金収入 45,699

    基金取崩収入 368,673

    貸付金元金回収収入 11,100

  投資活動支出 1,477,287

    公共施設等整備費支出 939,165

    基金積立金支出 538,123

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 500

  臨時収入 -

業務活動収支 1,264,486

【投資活動収支】

    税収等収入 3,146,536

    国県等補助金収入 709,966

    使用料及び手数料収入 904,238

    その他の収入 112,847

  臨時支出 500

    移転費用支出 1,557,046

      補助金等支出 200,406

      社会保障給付支出 1,313,123

      その他の支出 43,517

  業務収入 4,873,587

    業務費用支出 2,051,555

      人件費支出 834,486

      物件費等支出 1,108,047

      支払利息支出 50,566

      その他の支出 58,456

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 3,608,601


