
【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 19,291,183   固定負債 9,043,324

    有形固定資産 17,447,946     地方債等 5,396,078

      事業用資産 6,077,875     長期未払金 11

        土地 1,699,869     退職手当引当金 486,885

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 832,287     その他 3,160,350

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 691,703

        建物 6,789,870     １年内償還予定地方債等 557,337

        建物減価償却累計額 -3,516,961     未払金 69,713

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 842,967     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -570,156     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 43,710

        船舶 -     預り金 -

        船舶減価償却累計額 -     その他 20,943

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 9,735,028

        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 20,334,881

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,927,047

        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 -

      インフラ資産 10,860,494

        土地 599,077

        土地減損損失累計額 -

        建物 247,110

        建物減価償却累計額 -26,827

        建物減損損失累計額 -

        工作物 16,882,095

        工作物減価償却累計額 -6,942,535

        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 101,575

      物品 1,445,805

      物品減価償却累計額 -936,228

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 45,896

      ソフトウェア 26,244

      その他 19,652

    投資その他の資産 1,797,341

      投資及び出資金 41,527

        有価証券 13,000

        出資金 28,527

        その他 -

      長期延滞債権 47,953

      長期貸付金 -

      基金 1,702,085

        減債基金 -

        その他 1,702,085

      その他 10,000

      徴収不能引当金 -4,223

  流動資産 1,851,679

    現金預金 743,318

    未収金 64,715

    短期貸付金 -

    基金 1,043,698

      財政調整基金 894,470

      減債基金 149,228

    棚卸資産 210

    その他 -

    徴収不能引当金 -262

  繰延資産 - 純資産合計 11,407,834

資産合計 21,142,862 負債及び純資産合計 21,142,862

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 24,477

純行政コスト 4,733,824

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 17,706

  臨時利益 24,477

  臨時損失 18,907

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,201

    使用料及び手数料 383,180

    その他 87,561

純経常行政コスト 4,739,395

      社会保障給付 2,150,366

      その他 535

  経常収益 470,741

        その他 59,480

    移転費用 2,873,704

      補助金等 722,803

      その他の業務費用 152,396

        支払利息 94,057

        徴収不能引当金繰入額 -1,141

        維持補修費 106,864

        減価償却費 660,339

        その他 2,990

        その他 101,641

      物件費等 1,561,254

        物件費 791,061

        職員給与費 536,466

        賞与等引当金繰入額 43,710

        退職手当引当金繰入額 -59,036

  経常費用 5,210,135

    業務費用 2,336,432

      人件費 622,781

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 11,222,546 20,459,900 -9,237,354 -

  純行政コスト（△） -4,733,824 -4,733,824 -

  財源 4,879,069 4,879,069 -

    税収等 3,858,822 3,858,822 -

    国県等補助金 1,020,246 1,020,246 -

  本年度差額 145,244 145,244 -

  固定資産等の変動（内部変動） -177,323 177,323

    有形固定資産等の増加 342,315 -342,315

    有形固定資産等の減少 -670,464 670,464

    貸付金・基金等の増加 161,911 -161,911

    貸付金・基金等の減少 -11,084 11,084

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 61,303 61,303

  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 -21,259 -9,000 -12,259

  本年度純資産変動額 185,288 -125,020 310,308 -

本年度末純資産残高 11,407,834 20,334,881 -8,927,047 -

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 3,364

本年度歳計外現金増減額 -3,364

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 743,318

財務活動収支 -302,590

本年度資金収支額 81,953

前年度末資金残高 661,366

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 743,318

    地方債等償還支出 545,572

    その他の支出 15,179

  財務活動収入 258,160

    地方債等発行収入 258,160

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 122,810

投資活動収支 -240,999

【財務活動収支】

  財務活動支出 560,750

    その他の支出 -

  投資活動収入 151,063

    国県等補助金収入 26,810

    基金取崩収入 1,443

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 392,062

    公共施設等整備費支出 236,781

    基金積立金支出 155,281

    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 17,706

  臨時収入 -

業務活動収支 625,542

【投資活動収支】

    税収等収入 3,766,568

    国県等補助金収入 993,436

    使用料及び手数料収入 348,277

    その他の収入 97,871

  臨時支出 17,706

    移転費用支出 2,874,151

      補助金等支出 723,250

      社会保障給付支出 2,150,366

      その他の支出 535

  業務収入 5,206,152

    業務費用支出 1,688,753

      人件費支出 681,631

      物件費等支出 869,496

      支払利息支出 94,057

      その他の支出 43,569

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 4,562,904


