
【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 13,796,698  固定負債 1,766,134

    有形固定資産 11,837,570    地方債等 1,602,180

      事業用資産 4,615,991    長期未払金 -

        土地 274,303    退職手当引当金 149,880

        土地減損損失累計額 -    損失補償等引当金 -

        立木竹 1,677,645    その他 14,074

        立木竹減損損失累計額 -  流動負債 203,954

        建物 6,142,567    １年内償還予定地方債等 174,846

        建物減価償却累計額 -3,723,516    未払金 -

        建物減損損失累計額 -    未払費用 -

        工作物 721,513    前受金 -

        工作物減価償却累計額 -477,601    前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -    賞与等引当金 24,943

        船舶 -    預り金 -

        船舶減価償却累計額 -    その他 4,165

        船舶減損損失累計額 -負債合計 1,970,087

        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 14,614,911

        浮標等減損損失累計額 -  余剰分（不足分） -1,891,111

        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 1,080

      インフラ資産 7,015,253

        土地 20,333

        土地減損損失累計額 -

        建物 794,690

        建物減価償却累計額 -645,122

        建物減損損失累計額 -

        工作物 13,330,809

        工作物減価償却累計額 -6,487,049

        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 1,592

      物品 912,858

      物品減価償却累計額 -706,531

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 1,959,127

      投資及び出資金 4,319

        有価証券 -

        出資金 4,319

        その他 -

      長期延滞債権 2,033

      長期貸付金 -

      基金 1,952,780

        減債基金 -

        その他 1,952,780

      その他 -

      徴収不能引当金 -5

  流動資産 897,189

    現金預金 77,697

    未収金 1,279

    短期貸付金 -

    基金 818,213

      財政調整基金 770,264

      減債基金 47,949

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 -純資産合計 12,723,800

資産合計 14,693,887負債及び純資産合計 14,693,887

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 -

    その他 -

純行政コスト 1,589,578

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 1,659

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,659

    使用料及び手数料 37,574

    その他 88,532

純経常行政コスト 1,587,919

      社会保障給付 268,839

      その他 5,066

  経常収益 126,106

        その他 18,262

    移転費用 486,599

      補助金等 212,695

      その他の業務費用 28,580

        支払利息 10,349

        徴収不能引当金繰入額 -31

        維持補修費 67,074

        減価償却費 445,087

        その他 512

        その他 28,251

      物件費等 827,369

        物件費 314,696

        職員給与費 303,574

        賞与等引当金繰入額 24,943

        退職手当引当金繰入額 14,708

  経常費用 1,714,025

    業務費用 1,227,425

      人件費 371,476

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 12,881,131 14,480,534 -1,599,403 -

  純行政コスト（△） -1,589,578 -1,589,578 -

  財源 1,317,238 1,317,238 -

    税収等 1,041,924 1,041,924 -

    国県等補助金 275,314 275,314 -

  本年度差額 -272,339 -272,339 -

  固定資産等の変動（内部変動） 19,369 -19,369

    有形固定資産等の増加 519,251 -519,251

    有形固定資産等の減少 -446,746 446,746

    貸付金・基金等の増加 5,853 -5,853

    貸付金・基金等の減少 -58,989 58,989

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 122,008 122,008

  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 -7,000 -7,000 -

  本年度純資産変動額 -157,331 134,377 -291,708 -

本年度末純資産残高 12,723,800 14,614,911 -1,891,111 -

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 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 77,697

財務活動収支 180,508

本年度資金収支額 -73,501

前年度末資金残高 151,198

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 77,697

    地方債等償還支出 173,004

    その他の支出 2,587

  財務活動収入 356,100

    地方債等発行収入 356,100

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -352,894

【財務活動収支】

  財務活動支出 175,592

    その他の支出 -

  投資活動収入 151,031

    国県等補助金収入 92,105

    基金取崩収入 58,926

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 503,925

    公共施設等整備費支出 498,425

    基金積立金支出 5,500

    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 98,885

【投資活動収支】

    税収等収入 1,042,405

    国県等補助金収入 183,209

    使用料及び手数料収入 37,587

    その他の収入 88,532

  臨時支出 -

    移転費用支出 486,599

      補助金等支出 212,695

      社会保障給付支出 268,839

      その他の支出 5,066

  業務収入 1,351,733

    業務費用支出 766,249

      人件費支出 355,782

      物件費等支出 386,442

      支払利息支出 10,349

      その他の支出 13,676

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 1,252,849


