
【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 17,515,315   固定負債 6,058,758

    有形固定資産 15,948,682     地方債等 4,530,368

      事業用資産 7,256,875     長期未払金 -

        土地 2,507,171     退職手当引当金 735,049

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 793,341

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 564,027

        建物 10,384,823     １年内償還予定地方債等 504,887

        建物減価償却累計額 -5,846,163     未払金 6,025

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 10,474     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -8,686     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 50,279

        船舶 -     預り金 2,836

        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 6,622,785

        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 18,359,780

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,390,321

        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 209,256

      インフラ資産 8,638,525

        土地 44,538

        土地減損損失累計額 -

        建物 98,948

        建物減価償却累計額 -40,771

        建物減損損失累計額 -

        工作物 21,004,489

        工作物減価償却累計額 -12,549,676

        工作物減損損失累計額 -

        その他 356,937

        その他減価償却累計額 -301,279

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 25,339

      物品 390,285

      物品減価償却累計額 -337,004

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 8,917

      ソフトウェア 8,917

      その他 -

    投資その他の資産 1,557,716

      投資及び出資金 157,868

        有価証券 86,427

        出資金 71,441

        その他 -

      長期延滞債権 69,913

      長期貸付金 -

      基金 1,354,652

        減債基金 95,001

        その他 1,259,651

      その他 -

      徴収不能引当金 -24,717

  流動資産 2,076,930

    現金預金 947,847

    未収金 283,428

    短期貸付金 -

    基金 844,465

      財政調整基金 844,465

      減債基金 -

    棚卸資産 2,415

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,225

  繰延資産 - 純資産合計 12,969,459

資産合計 19,592,245 負債及び純資産合計 19,592,245

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）

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

  経常費用 5,593,017

    業務費用 2,391,662

      人件費 1,025,094

        職員給与費 683,631

        賞与等引当金繰入額 48,404

        退職手当引当金繰入額 5,311

        その他 287,748

      物件費等 1,309,851

        物件費 682,864

        維持補修費 32,280

        減価償却費 588,958

        その他 5,749

      その他の業務費用 56,718

        支払利息 22,574

        徴収不能引当金繰入額 19,721

        その他 14,422

    移転費用 3,201,355

      補助金等 2,386,965

      社会保障給付 458,707

      その他 59,452

  経常収益 253,754

    使用料及び手数料 66,654

    その他 187,100

純経常行政コスト 5,339,263

  臨時損失 19,335

    災害復旧事業費 19,335

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 15,081

    資産売却益 15,081

    その他 -

純行政コスト 5,343,516



【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 12,618,223 18,047,538 -5,429,315 -

  純行政コスト（△） -5,343,516 -5,343,516 -

  財源 5,694,753 5,694,753 -

    税収等 4,259,930 4,259,930 -

    国県等補助金 1,434,823 1,434,823 -

  本年度差額 351,237 351,237 -

  固定資産等の変動（内部変動） 312,242 -312,242

    有形固定資産等の増加 1,034,683 -1,034,683

    有形固定資産等の減少 -588,958 588,958

    貸付金・基金等の増加 100,646 -100,646

    貸付金・基金等の減少 -234,128 234,128

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 - - -

  本年度純資産変動額 351,237 312,242 38,995 -

本年度末純資産残高 12,969,459 18,359,780 -5,390,321 -

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）

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 4,978,472

    業務費用支出 1,777,117

      人件費支出 1,019,228

      物件費等支出 720,893

      支払利息支出 22,574

      その他の支出 14,422

    移転費用支出 3,201,355

      補助金等支出 2,386,965

      社会保障給付支出 458,707

      その他の支出 59,452

  業務収入 5,484,682

    税収等収入 4,284,536

    国県等補助金収入 946,400

    使用料及び手数料収入 66,407

    その他の収入 187,340

  臨時支出 19,335

    災害復旧事業費支出 19,335

    その他の支出 -

  臨時収入 9,355

業務活動収支 496,230

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,135,279

    公共施設等整備費支出 1,034,683

    基金積立金支出 80,596

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 20,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 566,205

    国県等補助金収入 357,004

    基金取崩収入 138,199

    貸付金元金回収収入 20,000

    資産売却収入 51,002

    その他の収入 -

投資活動収支 -569,074

【財務活動収支】

  財務活動支出 498,354

    地方債等償還支出 498,354

    その他の支出 -

  財務活動収入 614,700

    地方債等発行収入 614,700

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 2,252

本年度歳計外現金増減額 -216

本年度末歳計外現金残高 2,036

本年度末現金預金残高 947,847

財務活動収支 116,346

本年度資金収支額 43,503

前年度末資金残高 902,307

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 945,810


