
【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 37,502,123   固定負債 4,979,067

    有形固定資産 34,019,126     地方債等 3,863,460

      事業用資産 12,835,805     長期未払金 65,768

        土地 7,699,680     退職手当引当金 577,932

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 471,907

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 510,289

        建物 12,157,498     １年内償還予定地方債等 393,459

        建物減価償却累計額 -7,319,723     未払金 7,321

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 54,859     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -24,973     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 53,270

        船舶 -     預り金 56,240

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,489,356

        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 37,859,098

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,074,059

        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 268,464

      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 560,151

      物品減価償却累計額 -455,532

      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 3,434,687

      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 56,794

      長期貸付金 -

      基金 3,373,804

        減債基金 506,966

        その他 2,866,838

      その他 -

      徴収不能引当金 -7,383

  流動資産 772,272

    現金預金 392,921

    未収金 22,663

    短期貸付金 -

    基金 356,975

      財政調整基金 356,975

      減債基金 -

    棚卸資産 72

    その他 -

    徴収不能引当金 -359

  繰延資産 - 純資産合計 32,785,039

資産合計 38,274,395 負債及び純資産合計 38,274,395

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 940

    その他 30

純行政コスト 5,436,678

    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 230,549

    その他 127,249

純経常行政コスト 5,436,893

      社会保障給付 408,748

      その他 6,998

  経常収益 357,799

        その他 14,473

    移転費用 3,722,774

      補助金等 3,307,028

      その他の業務費用 68,644

        支払利息 51,341

        徴収不能引当金繰入額 2,830

        維持補修費 49,709

        減価償却費 359,552

        その他 6,357

        その他 339,286

      物件費等 974,894

        物件費 559,275

        職員給与費 661,556

        賞与等引当金繰入額 53,270

        退職手当引当金繰入額 -25,731

  経常費用 5,794,692

    業務費用 2,071,918

      人件費 1,028,381

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 32,298,787 38,144,642 -5,845,855 -

  純行政コスト（△） -5,436,678 -5,436,678 -

  財源 6,114,101 6,114,101 -

    税収等 4,645,447 4,645,447 -

    国県等補助金 1,468,654 1,468,654 -

  本年度差額 677,423 677,423 -

  固定資産等の変動（内部変動） 393,950 -393,950

    有形固定資産等の増加 613,132 -613,132

    有形固定資産等の減少 -471,252 471,252

    貸付金・基金等の増加 344,613 -344,613

    貸付金・基金等の減少 -92,542 92,542

  資産評価差額 - -

  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 -202,385 -691,759 489,374 -

  その他 19 1,071 -1,051

  本年度純資産変動額 486,252 -285,544 771,796 -

本年度末純資産残高 32,785,039 37,859,098 -5,074,059 -

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 58,602

本年度歳計外現金増減額 -2,362

本年度末歳計外現金残高 56,240

本年度末現金預金残高 392,921

財務活動収支 12,454

本年度資金収支額 48,825

前年度末資金残高 291,569

比例連結割合変更に伴う差額 -3,712

本年度末資金残高 336,682

    地方債等償還支出 346,238

    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 -949,312

【財務活動収支】

  財務活動支出 354,595

    その他の支出 -

  投資活動収入 75,915

    国県等補助金収入 53,045

    基金取崩収入 20,019

    貸付金元金回収収入 1,371

  投資活動支出 1,025,227

    公共施設等整備費支出 746,628

    基金積立金支出 278,598

    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 985,682

【投資活動収支】

    税収等収入 4,645,233

    国県等補助金収入 1,415,609

    使用料及び手数料収入 230,073

    その他の収入 156,137

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,722,774

      補助金等支出 3,307,028

      社会保障給付支出 408,748

      その他の支出 6,998

  業務収入 6,447,053

    業務費用支出 1,738,596

      人件費支出 1,055,086

      物件費等支出 618,391

      支払利息支出 51,341

      その他の支出 13,778

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 5,461,371


