
【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 90,687,013   固定負債 27,971,191

    有形固定資産 88,786,307     地方債等 22,986,366

      事業用資産 20,317,139     長期未払金 -

        土地 7,870,134     退職手当引当金 3,352,448

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 3,701

        立木竹 -     その他 1,628,676

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,431,976

        建物 34,332,064     １年内償還予定地方債等 3,104,191

        建物減価償却累計額 -22,206,721     未払金 18,774

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 805,345     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -483,682     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 184,290

        船舶 -     預り金 116,191

        船舶減価償却累計額 -     その他 8,530

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 31,403,167

        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 92,539,400

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -29,979,835

        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 67,355,157

        土地 4,097,495

        土地減損損失累計額 -

        建物 10,041,775

        建物減価償却累計額 -5,391,362

        建物減損損失累計額 -

        工作物 172,968,132

        工作物減価償却累計額 -114,578,634

        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 217,750

      物品 2,882,838

      物品減価償却累計額 -1,768,826

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 51,760

      ソフトウェア 38,957

      その他 12,803

    投資その他の資産 1,848,946

      投資及び出資金 325,176

        有価証券 37,950

        出資金 287,226

        その他 -

      長期延滞債権 161,091

      長期貸付金 79,913

      基金 1,289,929

        減債基金 -

        その他 1,289,929

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,162

  流動資産 3,275,719

    現金預金 1,329,263

    未収金 64,612

    短期貸付金 16,924

    基金 1,835,462

      財政調整基金 1,619,464

      減債基金 215,999

    棚卸資産 30,637

    その他 3,200

    徴収不能引当金 -4,380

  繰延資産 - 純資産合計 62,559,565

資産合計 93,962,732 負債及び純資産合計 93,962,732

全体貸借対照表
（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）

全体行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 21,257,179

    業務費用 12,013,651

      人件費 3,151,114

        職員給与費 2,642,195

        賞与等引当金繰入額 184,290

        退職手当引当金繰入額 139,724

        その他 184,905

      物件費等 8,390,609

        物件費 3,540,655

        維持補修費 709,529

        減価償却費 4,140,425

        その他 -

      その他の業務費用 471,927

        支払利息 321,747

        徴収不能引当金繰入額 4,200

        その他 145,980

    移転費用 9,243,529

      補助金等 8,123,546

      社会保障給付 1,084,543

      その他 35,440

  経常収益 1,399,311

    使用料及び手数料 1,001,470

    その他 397,841

純経常行政コスト 19,857,868

  臨時損失 637,526

    災害復旧事業費 530,842

    資産除売却損 106,009

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 676

  臨時利益 30,741

    資産売却益 26,541

    その他 4,200

純行政コスト 20,464,653



【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 63,743,052 91,410,645 -27,667,593 -

  純行政コスト（△） -20,464,653 -20,464,653 -

  財源 18,647,245 18,647,245 -

    税収等 14,061,689 14,061,689 -

    国県等補助金 4,585,556 4,585,556 -

  本年度差額 -1,817,408 -1,817,408 -

  固定資産等の変動（内部変動） -3,539,011 3,539,011

    有形固定資産等の増加 1,256,498 -1,256,498

    有形固定資産等の減少 -4,151,953 4,151,953

    貸付金・基金等の増加 613,187 -613,187

    貸付金・基金等の減少 -1,256,743 1,256,743

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 633,851 633,851

  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 70 4,033,915 -4,033,845

  本年度純資産変動額 -1,183,487 1,128,755 -2,312,242 -

本年度末純資産残高 62,559,565 92,539,400 -29,979,835 -

全体純資産変動計算書
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）

全体資金収支計算書
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 17,007,834

    業務費用支出 7,763,086

      人件費支出 3,009,068

      物件費等支出 4,328,377

      支払利息支出 321,747

      その他の支出 103,894

    移転費用支出 9,244,748

      補助金等支出 8,123,546

      社会保障給付支出 1,084,543

      その他の支出 36,660

  業務収入 18,630,455

    税収等収入 13,035,373

    国県等補助金収入 4,194,291

    使用料及び手数料収入 1,005,506

    その他の収入 395,284

  臨時支出 531,518

    災害復旧事業費支出 530,842

    その他の支出 676

  臨時収入 208,965

業務活動収支 1,300,068

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,867,777

    公共施設等整備費支出 1,257,480

    基金積立金支出 576,077

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 34,220

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,468,487

    国県等補助金収入 179,846

    基金取崩収入 1,228,761

    貸付金元金回収収入 22,518

    資産売却収入 30,656

    その他の収入 6,706

投資活動収支 -399,291

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,054,638

    地方債等償還支出 3,046,285

    その他の支出 8,353

  財務活動収入 2,430,018

    地方債等発行収入 2,409,772

    その他の収入 20,246

財務活動収支 -624,620

本年度資金収支額 276,158

前年度末資金残高 981,006

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,257,164

前年度末歳計外現金残高 23,229

本年度歳計外現金増減額 48,870

本年度末歳計外現金残高 72,099

本年度末現金預金残高 1,329,263


