
【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 21,213,260   固定負債 9,385,762

    有形固定資産 19,145,864     地方債等 5,606,387

      事業用資産 7,741,430     長期未払金 11

        土地 2,051,581     退職手当引当金 540,359

        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 3,239,005

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 737,474

        建物 9,032,702     １年内償還予定地方債等 592,760

        建物減価償却累計額 -4,758,916     未払金 69,713

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,146,663     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,575,903     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 53,095

        船舶 -     預り金 554

        船舶減価償却累計額 -     その他 21,352

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 10,123,236

        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 22,307,343

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -9,215,397

        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 44,053

        その他減価償却累計額 -31,071

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 34

      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 1,550,256

      物品減価償却累計額 -1,006,317

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 46,011

      ソフトウェア 26,359

      その他 19,652

    投資その他の資産 2,021,385

      投資及び出資金 25,810

        有価証券 13,000

        出資金 12,810

        その他 -

      長期延滞債権 48,007

      長期貸付金 -

      基金 1,940,209

        減債基金 -

        その他 1,940,209

      その他 11,587

      徴収不能引当金 -4,227

  流動資産 2,001,923

    現金預金 804,514

    未収金 64,767

    短期貸付金 -

    基金 1,094,083

      財政調整基金 944,855

      減債基金 149,228

    棚卸資産 210

    その他 38,610

    徴収不能引当金 -262

  繰延資産 - 純資産合計 13,091,946

資産合計 23,215,182 負債及び純資産合計 23,215,182

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 33

    その他 24,606

純行政コスト 5,652,511

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 17,706

  臨時利益 24,639

  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 415,447

    その他 111,431

純経常行政コスト 5,658,243

      社会保障給付 2,912,306

      その他 1,246

  経常収益 526,878

        その他 84,635

    移転費用 3,329,007

      補助金等 415,456

      その他の業務費用 179,892

        支払利息 96,394

        徴収不能引当金繰入額 -1,137

        維持補修費 111,322

        減価償却費 746,584

        その他 13,333

        その他 122,546

      物件費等 1,780,741

        物件費 909,502

        職員給与費 697,500

        賞与等引当金繰入額 53,095

        退職手当引当金繰入額 22,341

  経常費用 6,185,121

    業務費用 2,856,114

      人件費 895,482

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 12,869,599 22,382,039 -9,512,104 -337

  純行政コスト（△） -5,652,511 -5,652,511 -

  財源 5,731,232 5,731,232 -

    税収等 4,365,925 4,365,925 -

    国県等補助金 1,365,307 1,365,307 -

  本年度差額 78,721 78,721 -

  固定資産等の変動（内部変動） -112,167 112,167

    有形固定資産等の増加 408,801 -408,801

    有形固定資産等の減少 -684,758 684,758

    貸付金・基金等の増加 189,539 -189,539

    貸付金・基金等の減少 -25,749 25,749

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 73,495 73,495

  他団体出資等分の増加 -362 362

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 38,538 28,310 10,253 -25

  その他 31,594 -64,333 95,928

  本年度純資産変動額 222,347 -74,696 296,707 337

本年度末純資産残高 13,091,946 22,307,343 -9,215,397 -

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 3,829

本年度歳計外現金増減額 -2,469

本年度末歳計外現金残高 1,360

本年度末現金預金残高 804,514

財務活動収支 -307,289

本年度資金収支額 81,157

前年度末資金残高 722,297

比例連結割合変更に伴う差額 -299

本年度末資金残高 803,154

    地方債等償還支出 588,497

    その他の支出 15,179

  財務活動収入 296,386

    地方債等発行収入 296,386

    その他の収入 -

    資産売却収入 33

    その他の収入 122,810

投資活動収支 -305,059

【財務活動収支】

  財務活動支出 603,675

    その他の支出 1,820

  投資活動収入 184,344

    国県等補助金収入 40,648

    基金取崩収入 20,853

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 489,403

    公共施設等整備費支出 302,381

    基金積立金支出 185,202

    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 693,504

【投資活動収支】

    税収等収入 4,273,631

    国県等補助金収入 1,324,659

    使用料及び手数料収入 380,578

    その他の収入 158,109

  臨時支出 17,706

    移転費用支出 3,383,877

      補助金等支出 415,989

      社会保障給付支出 2,912,306

      その他の支出 55,583

  業務収入 6,136,976

    業務費用支出 2,041,888

      人件費支出 874,139

      物件費等支出 1,003,255

      支払利息支出 96,394

      その他の支出 68,101

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 5,425,766


