
【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 38,256,711   固定負債 5,267,784

    有形固定資産 34,524,492     地方債等 3,965,484

      事業用資産 13,339,817     長期未払金 65,768

        土地 7,732,731     退職手当引当金 764,608

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 471,924

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 540,155

        建物 13,008,436     １年内償還予定地方債等 399,676

        建物減価償却累計額 -7,814,661     未払金 29,737

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 185,581     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -144,170     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 53,872

        船舶 -     預り金 56,425

        船舶減価償却累計額 -     その他 445

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,807,939

        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 38,622,729

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,088,662

        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 371,900

      インフラ資産 21,078,702

        土地 18,343,020

        土地減損損失累計額 -

        建物 691

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 4,987,086

        工作物減価償却累計額 -2,292,555

        工作物減損損失累計額 -

        その他 147,028

        その他減価償却累計額 -106,567

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 563,688

      物品減価償却累計額 -457,715

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 48,311

      ソフトウェア 48,311

      その他 -

    投資その他の資産 3,683,909

      投資及び出資金 11,472

        有価証券 -

        出資金 11,472

        その他 -

      長期延滞債権 56,868

      長期貸付金 -

      基金 3,618,161

        減債基金 506,966

        その他 3,111,195

      その他 4,797

      徴収不能引当金 -7,388

  流動資産 1,085,294

    現金預金 561,166

    未収金 22,675

    短期貸付金 -

    基金 366,018

      財政調整基金 364,299

      減債基金 1,719

    棚卸資産 92,235

    その他 43,560

    徴収不能引当金 -359

  繰延資産 - 純資産合計 33,534,066

資産合計 39,342,005 負債及び純資産合計 39,342,005

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 940

    その他 30

純行政コスト 6,953,041

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 970

  臨時損失 754

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 754

    使用料及び手数料 257,928

    その他 319,635

純経常行政コスト 6,953,257

      社会保障給付 1,462,642

      その他 7,164

  経常収益 577,564

        その他 34,466

    移転費用 5,020,651

      補助金等 3,550,845

      その他の業務費用 89,113

        支払利息 51,812

        徴収不能引当金繰入額 2,835

        維持補修費 51,338

        減価償却費 388,174

        その他 186,727

        その他 339,605

      物件費等 1,276,932

        物件費 650,693

        職員給与費 697,661

        賞与等引当金繰入額 53,872

        退職手当引当金繰入額 52,986

  経常費用 7,530,821

    業務費用 2,510,170

      人件費 1,144,125

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 33,395,454 38,900,425 -5,504,972 -

  純行政コスト（△） -6,953,041 -6,953,041 -

  財源 7,409,485 7,409,485 -

    税収等 5,483,385 5,483,385 -

    国県等補助金 1,926,100 1,926,100 -

  本年度差額 456,444 456,444 -

  固定資産等の変動（内部変動） 400,675 -400,675

    有形固定資産等の増加 613,132 -613,132

    有形固定資産等の減少 -471,388 471,388

    貸付金・基金等の増加 354,713 -354,713

    貸付金・基金等の減少 -95,781 95,781

  資産評価差額 927 927

  無償所管換等 11,194 11,194

  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 -329,971 -693,252 363,281 -

  その他 19 2,759 -2,740

  本年度純資産変動額 138,613 -277,697 416,309 -

本年度末純資産残高 33,534,066 38,622,729 -5,088,662 -

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 58,653

本年度歳計外現金増減額 -2,250

本年度末歳計外現金残高 56,403

本年度末現金預金残高 561,166

財務活動収支 -100,091

本年度資金収支額 -109,044

前年度末資金残高 615,125

比例連結割合変更に伴う差額 -1,317

本年度末資金残高 504,763

    地方債等償還支出 458,784

    その他の支出 8,357

  財務活動収入 367,049

    地方債等発行収入 367,049

    その他の収入 -

    資産売却収入 1,480

    その他の収入 -

投資活動収支 -977,219

【財務活動収支】

  財務活動支出 467,140

    その他の支出 -

  投資活動収入 79,151

    国県等補助金収入 53,045

    基金取崩収入 23,255

    貸付金元金回収収入 1,371

  投資活動支出 1,056,370

    公共施設等整備費支出 764,304

    基金積立金支出 292,067

    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 -

  臨時収入 -

業務活動収支 968,266

【投資活動収支】

    税収等収入 5,472,057

    国県等補助金収入 1,873,055

    使用料及び手数料収入 257,452

    その他の収入 348,118

  臨時支出 -

    移転費用支出 5,092,398

      補助金等支出 3,550,942

      社会保障給付支出 1,454,997

      その他の支出 86,459

  業務収入 7,950,682

    業務費用支出 1,890,018

      人件費支出 1,092,534

      物件費等支出 710,275

      支払利息支出 51,884

      その他の支出 35,325

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 6,982,416


