
【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 13,986,993  固定負債 1,823,177

    有形固定資産 11,973,602    地方債等 1,603,035

      事業用資産 4,747,067    長期未払金 -

        土地 287,411    退職手当引当金 167,259

        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 52,882

        立木竹減損損失累計額 -  流動負債 213,215

        建物 6,355,032    １年内償還予定地方債等 181,753

        建物減価償却累計額 -3,823,908    未払金 -

        建物減損損失累計額 -    未払費用 -

        工作物 730,374    前受金 -

        工作物減価償却累計額 -480,567    前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -    賞与等引当金 27,233

        船舶 -    預り金 39

        船舶減価償却累計額 -    その他 4,190

        船舶減損損失累計額 -負債合計 2,036,391

        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 14,821,389

        浮標等減損損失累計額 -  余剰分（不足分） -1,944,570

        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 940,518

      物品減価償却累計額 -729,236

      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 2,013,390

      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 2,043

      長期貸付金 78

      基金 2,006,941

        減債基金 -

        その他 2,006,941

      その他 14

      徴収不能引当金 -6

  流動資産 926,218

    現金預金 88,141

    未収金 1,280

    短期貸付金 -

    基金 834,397

      財政調整基金 786,430

      減債基金 47,967

    棚卸資産 -

    その他 2,400

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 -純資産合計 12,876,819

資産合計 14,913,210負債及び純資産合計 14,913,210

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 25

    その他 -

純行政コスト 1,720,040

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 25

  臨時損失 1,797

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,797

    使用料及び手数料 48,693

    その他 93,256

純経常行政コスト 1,718,269

      社会保障給付 399,904

      その他 5,163

  経常収益 141,948

        その他 17,367

    移転費用 531,821

      補助金等 126,753

      その他の業務費用 27,735

        支払利息 10,399

        徴収不能引当金繰入額 -31

        維持補修費 67,476

        減価償却費 452,021

        その他 553

        その他 28,668

      物件費等 864,796

        物件費 344,746

        職員給与費 338,952

        賞与等引当金繰入額 27,233

        退職手当引当金繰入額 41,012

  経常費用 1,860,217

    業務費用 1,328,396

      人件費 435,865

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 13,053,024 14,701,562 -1,648,488 -50

  純行政コスト（△） -1,720,040 -1,720,040 -

  財源 1,443,258 1,443,258 -

    税収等 1,110,453 1,110,453 -

    国県等補助金 332,805 332,805 -

  本年度差額 -276,782 -276,782 -

  固定資産等の変動（内部変動） 17,156 -17,156

    有形固定資産等の増加 521,168 -521,168

    有形固定資産等の減少 -453,814 453,814

    貸付金・基金等の増加 11,640 -11,640

    貸付金・基金等の減少 -61,839 61,839

  資産評価差額 41 41

  無償所管換等 120,794 120,794

  他団体出資等分の増加 -62 62

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -13,352 -11,167 -2,173 -12

  その他 -6,906 -6,996 91

  本年度純資産変動額 -176,205 119,828 -296,083 50

本年度末純資産残高 12,876,819 14,821,389 -1,944,570 -

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 25

本年度歳計外現金増減額 14

本年度末歳計外現金残高 38

本年度末現金預金残高 88,141

財務活動収支 179,804

本年度資金収支額 -73,726

前年度末資金残高 160,446

比例連結割合変更に伴う差額 1,382

本年度末資金残高 88,102

    地方債等償還支出 173,709

    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 25

    その他の収入 69

投資活動収支 -357,713

【財務活動収支】

  財務活動支出 176,296

    その他の支出 -

  投資活動収入 153,974

    国県等補助金収入 92,105

    基金取崩収入 61,775

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 511,687

    公共施設等整備費支出 500,408

    基金積立金支出 11,279

    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 104,184

【投資活動収支】

    税収等収入 1,108,518

    国県等補助金収入 240,700

    使用料及び手数料収入 48,705

    その他の収入 95,581

  臨時支出 -

    移転費用支出 555,363

      補助金等支出 126,755

      社会保障給付支出 399,904

      その他の支出 28,704

  業務収入 1,493,505

    業務費用支出 833,957

      人件費支出 393,860

      物件費等支出 416,980

      支払利息支出 10,399

      その他の支出 12,719

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 1,389,321


