
【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 91,720,413   固定負債 28,572,754

    有形固定資産 89,534,735     地方債等 23,213,325

      事業用資産 20,990,251     長期未払金 -

        土地 8,020,983     退職手当引当金 3,692,483

        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 1,663,246

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,635,821

        建物 35,016,895     １年内償還予定地方債等 3,146,855

        建物減価償却累計額 -22,538,071     未払金 161,024

        建物減損損失累計額 -     未払費用 5,819

        工作物 2,647,648     前受金 510

        工作物減価償却累計額 -2,219,346     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 190,089

        船舶 -     預り金 122,113

        船舶減価償却累計額 -     その他 9,413

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 32,208,576

        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 93,705,702

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -30,485,072

        航空機 -   他団体出資等分 222,338

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 102,863

        その他減価償却累計額 -40,915

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 194

      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 3,069,332

      物品減価償却累計額 -1,880,004

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 61,070

      ソフトウェア 42,976

      その他 18,093

    投資その他の資産 2,124,608

      投資及び出資金 58,864

        有価証券 -

        出資金 58,864

        その他 -

      長期延滞債権 161,728

      長期貸付金 79,913

      基金 1,824,796

        減債基金 -

        その他 1,824,796

      その他 6,472

      徴収不能引当金 -7,165

  流動資産 3,931,131

    現金預金 1,674,984

    未収金 209,952

    短期貸付金 16,924

    基金 1,968,365

      財政調整基金 1,752,366

      減債基金 215,999

    棚卸資産 53,237

    その他 12,145

    徴収不能引当金 -4,477

  繰延資産 - 純資産合計 63,442,968

資産合計 95,651,544 負債及び純資産合計 95,651,544

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 26,669

    その他 14,969

純行政コスト 23,495,845

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 30,105

  臨時利益 41,638

  臨時損失 667,474

    災害復旧事業費 530,842

    資産除売却損 106,527

    使用料及び手数料 1,050,879

    その他 1,626,518

純経常行政コスト 22,870,009

      社会保障給付 1,084,543

      その他 58,413

  経常収益 2,677,397

        その他 254,417

    移転費用 11,504,873

      補助金等 10,361,917

      その他の業務費用 581,495

        支払利息 322,827

        徴収不能引当金繰入額 4,252

        維持補修費 756,359

        減価償却費 4,218,210

        その他 -

        その他 202,294

      物件費等 9,093,335

        物件費 4,118,766

        職員給与費 3,506,265

        賞与等引当金繰入額 190,089

        退職手当引当金繰入額 469,056

  経常費用 25,547,406

    業務費用 14,042,534

      人件費 4,367,704

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 64,952,258 92,807,240 -28,090,090 235,108

  純行政コスト（△） -23,495,845 -23,459,761 -36,084

  財源 21,637,101 21,613,787 23,314

    税収等 15,436,022 15,436,022 -

    国県等補助金 6,201,079 6,177,765 23,314

  本年度差額 -1,858,743 -1,845,973 -12,770

  固定資産等の変動（内部変動） -3,514,392 3,514,392

    有形固定資産等の増加 1,317,074 -1,317,074

    有形固定資産等の減少 -4,243,410 4,243,410

    貸付金・基金等の増加 681,707 -681,707

    貸付金・基金等の減少 -1,269,762 1,269,762

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 634,677 634,677

  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 26,980 50,210 -23,230 -

  その他 -312,204 3,727,967 -4,040,171

  本年度純資産変動額 -1,509,290 898,462 -2,394,982 -12,770

本年度末純資産残高 63,442,968 93,705,702 -30,485,072 222,338

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 23,234

本年度歳計外現金増減額 48,872

本年度末歳計外現金残高 72,106

本年度末現金預金残高 1,674,984

財務活動収支 -606,836

本年度資金収支額 340,233

前年度末資金残高 1,267,921

比例連結割合変更に伴う差額 -5,276

本年度末資金残高 1,602,878

    地方債等償還支出 3,046,785

    その他の支出 18,261

  財務活動収入 2,458,209

    地方債等発行収入 2,437,963

    その他の収入 20,246

    資産売却収入 31,678

    その他の収入 8,650

投資活動収支 -507,530

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,065,046

    その他の支出 1,422

  投資活動収入 1,483,155

    国県等補助金収入 179,846

    基金取崩収入 1,240,464

    貸付金元金回収収入 22,518

  投資活動支出 1,990,685

    公共施設等整備費支出 1,312,867

    基金積立金支出 642,177

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 34,220

    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 1,454,599

【投資活動収支】

    税収等収入 14,407,762

    国県等補助金収入 5,809,864

    使用料及び手数料収入 1,054,915

    その他の収入 1,606,686

  臨時支出 531,518

    移転費用支出 11,799,248

      補助金等支出 10,361,917

      社会保障給付支出 1,084,543

      その他の支出 352,788

  業務収入 22,879,227

    業務費用支出 9,302,828

      人件費支出 3,854,487

      物件費等支出 4,909,880

      支払利息支出 322,827

      その他の支出 215,635

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 21,102,076


