
【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 28,245,533   固定負債 22,192,236

    有形固定資産 25,284,155     地方債等 19,204,045

      事業用資産 11,856,051     長期未払金 -

        土地 3,191,141     退職手当引当金 1,592,786

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,395,405

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,223,504

        建物 28,647,599     １年内償還予定地方債等 1,891,654

        建物減価償却累計額 -20,377,884     未払金 47,591

        建物減損損失累計額 -     未払費用 14,154

        工作物 1,421,301     前受金 603

        工作物減価償却累計額 -1,358,404     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 144,637

        船舶 496     預り金 60,004

        船舶減価償却累計額 -196     その他 64,861

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 24,415,739

        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 30,469,277

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -23,492,862

        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 331,998

      インフラ資産 12,894,509

        土地 445,661

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,941,625

        建物減価償却累計額 -3,899,120

        建物減損損失累計額 -

        工作物 24,838,135

        工作物減価償却累計額 -16,105,182

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,581,026

        その他減価償却累計額 -907,637

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 3,187,103

      物品減価償却累計額 -2,653,508

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 7,117

      ソフトウェア 7,035

      その他 81

    投資その他の資産 2,954,262

      投資及び出資金 432,397

        有価証券 35,859

        出資金 60,681

        その他 335,856

      長期延滞債権 396,366

      長期貸付金 7,746

      基金 2,152,344

        減債基金 -

        その他 2,152,344

      その他 3,022

      徴収不能引当金 -37,614

  流動資産 3,146,620

    現金預金 664,796

    未収金 224,206

    短期貸付金 -

    基金 2,223,744

      財政調整基金 1,797,823

      減債基金 425,921

    棚卸資産 27,720

    その他 15,920

    徴収不能引当金 -9,766

  繰延資産 - 純資産合計 6,976,414

資産合計 31,392,154 負債及び純資産合計 31,392,154

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 6,288

    その他 105

純行政コスト 17,776,633

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,632

  臨時利益 6,393

  臨時損失 71,465

    災害復旧事業費 66,209

    資産除売却損 2,624

    使用料及び手数料 1,080,079

    その他 404,139

純経常行政コスト 17,711,560

      社会保障給付 3,405,694

      その他 16,028

  経常収益 1,484,218

        その他 235,881

    移転費用 10,229,151

      補助金等 6,807,430

      その他の業務費用 476,750

        支払利息 225,263

        徴収不能引当金繰入額 15,606

        維持補修費 1,967,284

        減価償却費 1,451,600

        その他 118,720

        その他 141,395

      物件費等 6,103,353

        物件費 2,565,748

        職員給与費 2,366,705

        賞与等引当金繰入額 50,381

        退職手当引当金繰入額 -171,957

  経常費用 19,195,778

    業務費用 8,966,627

      人件費 2,386,524

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 7,369,301 31,759,571 -24,390,270 -

  純行政コスト（△） -17,776,633 -17,776,633 -

  財源 17,101,540 17,101,540 -

    税収等 11,053,622 11,053,622 -

    国県等補助金 6,047,917 6,047,917 -

  本年度差額 -675,093 -675,093 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,160,911 1,160,911

    有形固定資産等の増加 576,716 -576,716

    有形固定資産等の減少 -1,455,126 1,455,126

    貸付金・基金等の増加 1,464,336 -1,464,336

    貸付金・基金等の減少 -1,746,837 1,746,837

  資産評価差額 -661 -661

  無償所管換等 335,856 335,856

  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 -115,623 -464,090 348,466 -

  その他 62,635 -489 63,124

  本年度純資産変動額 -392,887 -1,290,294 897,407 -

本年度末純資産残高 6,976,414 30,469,277 -23,492,862 -

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 53,732

本年度歳計外現金増減額 -11,609

本年度末歳計外現金残高 42,123

本年度末現金預金残高 664,796

財務活動収支 -382,400

本年度資金収支額 -16,784

前年度末資金残高 643,363

比例連結割合変更に伴う差額 -3,906

本年度末資金残高 622,673

    地方債等償還支出 1,875,030

    その他の支出 4,307

  財務活動収入 1,496,936

    地方債等発行収入 1,496,936

    その他の収入 -

    資産売却収入 6,288

    その他の収入 67,995

投資活動収支 -156,539

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,879,336

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,441,160

    国県等補助金収入 120,067

    基金取崩収入 1,246,560

    貸付金元金回収収入 250

  投資活動支出 1,597,699

    公共施設等整備費支出 574,391

    基金積立金支出 1,022,339

    投資及び出資金支出 720

    貸付金支出 250

    災害復旧事業費支出 66,209

    その他の支出 5,236

  臨時収入 1,097

業務活動収支 522,155

【投資活動収支】

    税収等収入 11,073,025

    国県等補助金収入 5,927,850

    使用料及び手数料収入 1,090,466

    その他の収入 416,257

  臨時支出 71,445

    移転費用支出 10,231,572

      補助金等支出 6,809,851

      社会保障給付支出 3,405,694

      その他の支出 16,028

  業務収入 18,507,599

    業務費用支出 7,683,523

      人件費支出 2,567,403

      物件費等支出 4,673,946

      支払利息支出 225,263

      その他の支出 216,912

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 17,915,095


