
【様式第1号】

（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 15,062,346   固定負債 1,659,276

    有形固定資産 10,638,574     地方債等 1,096,015

      事業用資産 4,694,978     長期未払金 -

        土地 609,949     退職手当引当金 520,333

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 532,114     その他 42,928

        立木竹減損損失累計額 -150,099   流動負債 226,695

        建物 8,194,500     １年内償還予定地方債等 137,700

        建物減価償却累計額 -4,675,198     未払金 17,748

        建物減損損失累計額 -     未払費用 7,598

        工作物 564,175     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -391,707     前受収益 281

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 25,315

        船舶 -     預り金 24,667

        船舶減価償却累計額 -     その他 13,386

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,885,970

        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 18,412,991

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,523,281

        航空機 -   他団体出資等分 150,506

        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 11,243

      インフラ資産 5,469,339

        土地 103,915

        土地減損損失累計額 -

        建物 72,814

        建物減価償却累計額 -66,434

        建物減損損失累計額 -

        工作物 13,841,508

        工作物減価償却累計額 -8,482,465

        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 -

      物品 1,733,870

      物品減価償却累計額 -1,259,614

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 6,965

      ソフトウェア 6,890

      その他 75

    投資その他の資産 4,416,808

      投資及び出資金 79,678

        有価証券 15,690

        出資金 63,988

        その他 -

      長期延滞債権 28

      長期貸付金 191

      基金 4,334,833

        減債基金 924,456

        その他 3,410,377

      その他 2,080

      徴収不能引当金 -2

  流動資産 3,863,840

    現金預金 489,500

    未収金 10,409

    短期貸付金 -

    基金 3,350,645

      財政調整基金 3,350,645

      減債基金 -

    棚卸資産 8,817

    その他 4,470

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 17,040,216

資産合計 18,926,187 負債及び純資産合計 18,926,187

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 -

純行政コスト 3,104,906

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 -

  臨時損失 1,657

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,657

    使用料及び手数料 213,329

    その他 538,808

純経常行政コスト 3,103,249

      社会保障給付 524,012

      その他 9,634

  経常収益 752,138

        その他 28,098

    移転費用 1,604,935

      補助金等 1,071,289

      その他の業務費用 40,255

        支払利息 12,155

        徴収不能引当金繰入額 2

        維持補修費 129,426

        減価償却費 563,449

        その他 600

        その他 165,953

      物件費等 1,607,789

        物件費 914,314

        職員給与費 398,570

        賞与等引当金繰入額 24,837

        退職手当引当金繰入額 13,049

  経常費用 3,855,387

    業務費用 2,250,452

      人件費 602,409

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】

（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 17,216,443 18,693,981 -1,628,043 150,506

  純行政コスト（△） -3,104,906 -3,104,906 -

  財源 3,161,044 3,161,044 -

    税収等 2,331,625 2,331,625 -

    国県等補助金 829,419 829,419 -

  本年度差額 56,138 56,138 -

  固定資産等の変動（内部変動） -4,842 4,842

    有形固定資産等の増加 556,812 -556,812

    有形固定資産等の減少 -591,407 591,407

    貸付金・基金等の増加 288,109 -288,109

    貸付金・基金等の減少 -258,356 258,356

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -319,806 -319,806

  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 95,976 95,058 917 -

  その他 -8,535 -51,400 42,865

  本年度純資産変動額 -176,227 -280,989 104,763 -

本年度末純資産残高 17,040,216 18,412,991 -1,523,281 150,506

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】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 23,551

本年度歳計外現金増減額 -1,353

本年度末歳計外現金残高 22,198

本年度末現金預金残高 489,500

財務活動収支 -56,376

本年度資金収支額 21,829

前年度末資金残高 444,891

比例連結割合変更に伴う差額 582

本年度末資金残高 467,302

    地方債等償還支出 423,639

    その他の支出 183

  財務活動収入 367,446

    地方債等発行収入 367,409

    その他の収入 37

    資産売却収入 -

    その他の収入 430

投資活動収支 -453,509

【財務活動収支】

  財務活動支出 423,823

    その他の支出 -

  投資活動収入 266,565

    国県等補助金収入 106,021

    基金取崩収入 160,115

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 720,074

    公共施設等整備費支出 530,603

    基金積立金支出 190,125

    投資及び出資金支出 -844

    貸付金支出 191

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 23,757

業務活動収支 531,714

【投資活動収支】

    税収等収入 2,331,580

    国県等補助金収入 699,631

    使用料及び手数料収入 213,728

    その他の収入 538,421

  臨時支出 -

    移転費用支出 1,608,463

      補助金等支出 1,071,289

      社会保障給付支出 524,012

      その他の支出 13,162

  業務収入 3,783,360

    業務費用支出 1,666,940

      人件費支出 588,744

      物件費等支出 1,037,961

      支払利息支出 12,206

      その他の支出 28,030

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 3,275,403


