
【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 26,875,998   固定負債 21,109,750

    有形固定資産 23,778,511     地方債等 18,596,658

      事業用資産 10,702,159     長期未払金 -

        土地 2,956,221     退職手当引当金 1,388,860

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 1,124,233

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,922,910

        建物 26,333,411     １年内償還予定地方債等 1,777,678

        建物減価償却累計額 -18,603,913     未払金 3,709

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 58,386     前受金 603

        工作物減価償却累計額 -41,946     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 98,877

        船舶 -     預り金 42,043

        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 23,032,661

        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 28,943,106

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -22,592,023

        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 -

      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 2,007,968

      物品減価償却累計額 -1,826,125

      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 3,097,487

      投資及び出資金 663,228

        有価証券 43,859

        出資金 65,681

        その他 553,687

      長期延滞債権 396,366

      長期貸付金 -

      基金 2,075,507

        減債基金 -

        その他 2,075,507

      その他 -

      徴収不能引当金 -37,614

  流動資産 2,507,745

    現金預金 299,817

    未収金 139,904

    短期貸付金 -

    基金 2,067,108

      財政調整基金 1,641,187

      減債基金 425,921

    棚卸資産 10,514

    その他 -

    徴収不能引当金 -9,597

  繰延資産 - 純資産合計 6,351,083

資産合計 29,383,743 負債及び純資産合計 29,383,743

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 75

    その他 -

純行政コスト 15,618,697

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,612

  臨時利益 75

  臨時損失 71,445

    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 509,711

    その他 156,210

純経常行政コスト 15,547,327

      社会保障給付 880,312

      その他 15,736

  経常収益 665,921

        その他 124,955

    移転費用 8,920,495

      補助金等 8,024,447

      その他の業務費用 359,831

        支払利息 219,298

        徴収不能引当金繰入額 15,579

        維持補修費 1,957,390

        減価償却費 1,310,089

        その他 1,065

        その他 98,385

      物件費等 5,465,149

        物件費 2,196,604

        職員給与費 1,506,108

        賞与等引当金繰入額 4,629

        退職手当引当金繰入額 -141,350

  経常費用 16,213,248

    業務費用 7,292,753

      人件費 1,467,772

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 6,846,074 30,013,563 -23,167,489 -

  純行政コスト（△） -15,618,697 -15,618,697 -

  財源 14,725,875 14,725,875 -

    税収等 9,975,729 9,975,729 -

    国県等補助金 4,750,147 4,750,147 -

  本年度差額 -892,821 -892,821 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,405,652 1,405,652

    有形固定資産等の増加 193,156 -193,156

    有形固定資産等の減少 -1,312,192 1,312,192

    貸付金・基金等の増加 1,414,851 -1,414,851

    貸付金・基金等の減少 -1,701,466 1,701,466

  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 - - - -

  その他 62,635 - 62,635

  本年度純資産変動額 -494,991 -1,070,457 575,466 -

本年度末純資産残高 6,351,083 28,943,106 -22,592,023 -

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 53,650

本年度歳計外現金増減額 -11,606

本年度末歳計外現金残高 42,043

本年度末現金預金残高 299,817

財務活動収支 -453,491

本年度資金収支額 -26,255

前年度末資金残高 284,029

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 257,774

    地方債等償還支出 1,739,091

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,285,600

    地方債等発行収入 1,285,600

    その他の収入 -

    資産売却収入 75

    その他の収入 40,147

投資活動収支 192,568

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,739,091

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,364,663

    国県等補助金収入 120,067

    基金取崩収入 1,204,124

    貸付金元金回収収入 250

  投資活動支出 1,172,095

    公共施設等整備費支出 193,156

    基金積立金支出 977,969

    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 -

業務活動収支 234,667

【投資活動収支】

    税収等収入 10,034,220

    国県等補助金収入 4,630,080

    使用料及び手数料収入 512,314

    その他の収入 156,210

  臨時支出 71,445

    移転費用支出 8,920,495

      補助金等支出 8,024,447

      社会保障給付支出 880,312

      その他の支出 15,736

  業務収入 15,332,824

    業務費用支出 6,106,216

      人件費支出 1,606,085

      物件費等支出 4,176,327

      支払利息支出 219,298

      その他の支出 104,506

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 15,026,712


