
【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 147,456,658   固定負債 62,627,961

    有形固定資産 130,292,006     地方債等 57,738,965

      事業用資産 54,531,652     長期未払金 -

        土地 15,618,106     退職手当引当金 4,338,308

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 550,688

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,581,720

        建物 70,440,020     １年内償還予定地方債等 4,619,323

        建物減価償却累計額 -34,778,981     未払金 541,786

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 9,756,598     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,743,511     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 271,722

        船舶 -     預り金 127,885

        船舶減価償却累計額 -     その他 21,005

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 68,209,682

        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 150,559,317

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -65,799,382

        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 239,421

      インフラ資産 73,063,250

        土地 4,133,714

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,454,854

        建物減価償却累計額 -1,288,847

        建物減損損失累計額 -

        工作物 150,341,291

        工作物減価償却累計額 -87,174,468

        工作物減損損失累計額 -

        その他 9,991,877

        その他減価償却累計額 -6,839,145

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 443,973

      物品 4,579,691

      物品減価償却累計額 -1,882,586

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 348,154

      ソフトウェア 265,595

      その他 82,560

    投資その他の資産 16,816,497

      投資及び出資金 6,723,539

        有価証券 20,000

        出資金 6,703,539

        その他 -

      長期延滞債権 940,794

      長期貸付金 15,476

      基金 9,208,806

        減債基金 1,971,074

        その他 7,237,732

      その他 1,342

      徴収不能引当金 -64,860

  流動資産 5,512,958

    現金預金 1,888,117

    未収金 357,048

    短期貸付金 -

    基金 3,102,659

      財政調整基金 3,102,659

      減債基金 -

    棚卸資産 164,946

    その他 201

    徴収不能引当金 -14

  繰延資産 - 純資産合計 84,759,934

資産合計 152,969,616 負債及び純資産合計 152,969,616

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 40,938,663

    業務費用 17,003,651

      人件費 3,703,605

        職員給与費 2,470,876

        賞与等引当金繰入額 265,311

        退職手当引当金繰入額 132,911

        その他 834,507

      物件費等 11,298,332

        物件費 4,768,313

        維持補修費 574,128

        減価償却費 5,844,860

        その他 111,031

      その他の業務費用 2,001,714

        支払利息 869,534

        徴収不能引当金繰入額 41,541

        その他 1,090,639

    移転費用 23,935,012

      補助金等 8,602,567

      社会保障給付 11,982,987

      その他 27,208

  経常収益 3,140,129

    使用料及び手数料 1,619,808

    その他 1,520,321

純経常行政コスト 37,798,534

  臨時損失 193,163

    災害復旧事業費 58,815

    資産除売却損 71,089

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 63,259

  臨時利益 22,111

    資産売却益 18,244

    その他 3,868

純行政コスト 37,969,586



【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 86,436,876 152,907,130 -66,470,253 -

  純行政コスト（△） -37,969,586 -37,969,586 -

  財源 36,260,569 36,260,569 -

    税収等 28,413,669 28,413,669 -

    国県等補助金 7,846,901 7,846,901 -

  本年度差額 -1,709,016 -1,709,016 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,387,310 2,387,310

    有形固定資産等の増加 3,357,378 -3,357,378

    有形固定資産等の減少 -5,905,409 5,905,409

    貸付金・基金等の増加 1,217,736 -1,217,736

    貸付金・基金等の減少 -1,057,014 1,057,014

  資産評価差額 -183 -183

  無償所管換等 39,679 39,679

  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 -7,423 - -7,423

  本年度純資産変動額 -1,676,942 -2,347,813 670,871 -

本年度末純資産残高 84,759,934 150,559,317 -65,799,382 -

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 35,134,907

    業務費用支出 11,199,895

      人件費支出 3,759,038

      物件費等支出 5,485,286

      支払利息支出 869,534

      その他の支出 1,086,037

    移転費用支出 23,935,012

      補助金等支出 8,602,567

      社会保障給付支出 11,982,987

      その他の支出 27,208

  業務収入 38,492,773

    税収等収入 27,957,621

    国県等補助金収入 7,588,893

    使用料及び手数料収入 1,607,641

    その他の収入 1,338,619

  臨時支出 116,130

    災害復旧事業費支出 58,815

    その他の支出 57,315

  臨時収入 222,811

業務活動収支 3,464,547

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,421,389

    公共施設等整備費支出 3,204,149

    基金積立金支出 1,194,981

    投資及び出資金支出 22,259

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,479,029

    国県等補助金収入 446,297

    基金取崩収入 982,815

    貸付金元金回収収入 2,250

    資産売却収入 37,512

    その他の収入 10,154

投資活動収支 -2,942,361

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,794,606

    地方債等償還支出 4,789,589

    その他の支出 5,017

  財務活動収入 4,351,398

    地方債等発行収入 4,043,800

    その他の収入 307,598

前年度末歳計外現金残高 143,534

本年度歳計外現金増減額 -15,649

本年度末歳計外現金残高 127,885

本年度末現金預金残高 1,888,117

財務活動収支 -443,208

本年度資金収支額 78,979

前年度末資金残高 1,681,254

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,760,233


