
【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 27,403,880   固定負債 6,371,822

    有形固定資産 25,343,835     地方債等 5,224,973

      事業用資産 16,614,748     長期未払金 -

        土地 4,181,727     退職手当引当金 1,101,574

        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 45,275

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 893,350

        建物 23,520,910     １年内償還予定地方債等 825,178

        建物減価償却累計額 -13,866,214     未払金 28,464

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 8,661,291     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,118,778     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 19,916

        船舶 -     預り金 -

        船舶減価償却累計額 -     その他 19,792

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,265,172

        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 28,586,533

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,532,480

        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 12,482,039

      物品減価償却累計額 -10,496,096

      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 2,060,035

      投資及び出資金 100,154

        有価証券 20,352

        出資金 79,802

        その他 -

      長期延滞債権 162,178

      長期貸付金 55,600

      基金 1,648,135

        減債基金 -

        その他 1,648,135

      その他 100,000

      徴収不能引当金 -6,032

  流動資産 2,915,345

    現金預金 1,596,407

    未収金 136,180

    短期貸付金 11,100

    基金 1,171,553

      財政調整基金 692,093

      減債基金 479,460

    棚卸資産 151

    その他 -

    徴収不能引当金 -47

  繰延資産 - 純資産合計 23,054,053

資産合計 30,319,225 負債及び純資産合計 30,319,225

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 -

    その他 -

純行政コスト 3,662,994

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 500

  臨時利益 -

  臨時損失 7,010

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 6,510

    使用料及び手数料 777,237

    その他 71,168

純経常行政コスト 3,655,985

      社会保障給付 973,052

      その他 2,922

  経常収益 848,404

        その他 40,378

    移転費用 1,453,225

      補助金等 477,252

      その他の業務費用 87,831

        支払利息 47,344

        徴収不能引当金繰入額 109

        維持補修費 117,023

        減価償却費 1,276,997

        その他 2,207

        その他 147,878

      物件費等 2,275,999

        物件費 879,772

        職員給与費 452,539

        賞与等引当金繰入額 19,916

        退職手当引当金繰入額 67,001

  経常費用 4,504,389

    業務費用 3,051,164

      人件費 687,334

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 23,132,052 28,706,210 -5,574,159 -

  純行政コスト（△） -3,662,994 -3,662,994 -

  財源 3,558,011 3,558,011 -

    税収等 2,951,343 2,951,343 -

    国県等補助金 606,668 606,668 -

  本年度差額 -104,984 -104,984 -

  固定資産等の変動（内部変動） -146,662 146,662

    有形固定資産等の増加 984,725 -984,725

    有形固定資産等の減少 -1,295,673 1,295,673

    貸付金・基金等の増加 525,700 -525,700

    貸付金・基金等の減少 -361,414 361,414

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 26,985 26,985

  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 - - -

  本年度純資産変動額 -77,999 -119,677 41,678 -

本年度末純資産残高 23,054,053 28,586,533 -5,532,480 -

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 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 1,596,407

財務活動収支 2,988

本年度資金収支額 179,961

前年度末資金残高 1,416,447

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,596,407

    地方債等償還支出 761,590

    その他の支出 19,823

  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 410

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,037,892

【財務活動収支】

  財務活動支出 781,412

    その他の支出 -

  投資活動収入 405,243

    国県等補助金収入 45,699

    基金取崩収入 348,034

    貸付金元金回収収入 11,100

  投資活動支出 1,443,135

    公共施設等整備費支出 921,056

    基金積立金支出 522,079

    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 1,214,865

【投資活動収支】

    税収等収入 2,971,533

    国県等補助金収入 560,969

    使用料及び手数料収入 777,439

    その他の収入 70,758

  臨時支出 500

    移転費用支出 1,453,225

      補助金等支出 477,252

      社会保障給付支出 973,052

      その他の支出 2,922

  業務収入 4,380,698

    業務費用支出 1,712,108

      人件費支出 635,447

      物件費等支出 1,006,462

      支払利息支出 47,344

      その他の支出 22,856

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 3,165,333


