
【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 173,244,983   固定負債 75,158,533

    有形固定資産 160,817,455     地方債等 67,120,354

      事業用資産 58,439,642     長期未払金 -

        土地 16,215,360     退職手当引当金 4,792,961

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 7,900

        立木竹 -     その他 3,237,318

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 6,678,721

        建物 77,018,753     １年内償還予定地方債等 5,371,289

        建物減価償却累計額 -38,279,814     未払金 794,617

        建物減損損失累計額 -     未払費用 4,752

        工作物 10,453,465     前受金 9,847

        工作物減価償却累計額 -7,207,543     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 319,058

        船舶 -     預り金 158,154

        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 81,837,254

        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 176,474,616

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -77,041,772

        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 99,410,644

        土地 4,888,515

        土地減損損失累計額 -

        建物 4,575,027

        建物減価償却累計額 -1,844,791

        建物減損損失累計額 -

        工作物 189,644,429

        工作物減価償却累計額 -102,778,298

        工作物減損損失累計額 -

        その他 14,312,248

        その他減価償却累計額 -9,878,459

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 491,972

      物品 5,265,388

      物品減価償却累計額 -2,298,219

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,030,123

      ソフトウェア 367,739

      その他 662,383

    投資その他の資産 11,397,405

      投資及び出資金 365,059

        有価証券 20,000

        出資金 345,059

        その他 -

      長期延滞債権 941,675

      長期貸付金 15,476

      基金 9,956,974

        減債基金 1,971,074

        その他 7,985,900

      その他 191,680

      徴収不能引当金 -64,860

  流動資産 8,024,580

    現金預金 4,055,268

    未収金 471,970

    短期貸付金 -

    基金 3,229,634

      財政調整基金 3,229,634

      減債基金 -

    棚卸資産 192,774

    その他 80,118

    徴収不能引当金 -5,183

  繰延資産 535 純資産合計 99,432,844

資産合計 181,270,098 負債及び純資産合計 181,270,098

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 18,651

    その他 3,868

純行政コスト 47,001,576

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 64,198

  臨時利益 22,519

  臨時損失 194,221

    災害復旧事業費 58,815

    資産除売却損 71,208

    使用料及び手数料 3,184,294

    その他 2,395,036

純経常行政コスト 46,829,874

      社会保障給付 11,987,947

      その他 56,839

  経常収益 5,579,330

        その他 1,337,205

    移転費用 31,252,859

      補助金等 15,885,823

      その他の業務費用 2,375,855

        支払利息 995,506

        徴収不能引当金繰入額 43,145

        維持補修費 716,385

        減価償却費 6,811,642

        その他 114,183

        その他 863,319

      物件費等 14,170,264

        物件費 6,528,053

        職員給与費 3,261,286

        賞与等引当金繰入額 305,794

        退職手当引当金繰入額 179,827

  経常費用 52,409,204

    業務費用 21,156,345

      人件費 4,610,226

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 104,173,919 179,078,234 -74,904,315 -

  純行政コスト（△） -47,001,576 -47,001,576 -

  財源 42,192,212 42,192,212 -

    税収等 31,303,074 31,303,074 -

    国県等補助金 10,889,138 10,889,138 -

  本年度差額 -4,809,364 -4,809,364 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,998,273 2,998,273

    有形固定資産等の増加 4,160,774 -4,160,774

    有形固定資産等の減少 -7,360,958 7,360,958

    貸付金・基金等の増加 1,372,371 -1,372,371

    貸付金・基金等の減少 -1,170,461 1,170,461

  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 36,215 355,158 -318,943 -

  その他 -7,423 - -7,423

  本年度純資産変動額 -4,741,075 -2,603,618 -2,137,457 -

本年度末純資産残高 99,432,844 176,474,616 -77,041,772 -

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 143,597

本年度歳計外現金増減額 -15,647

本年度末歳計外現金残高 127,949

本年度末現金預金残高 4,055,268

財務活動収支 -790,949

本年度資金収支額 186,169

前年度末資金残高 3,745,158

比例連結割合変更に伴う差額 -4,009

本年度末資金残高 3,927,318

    地方債等償還支出 5,529,971

    その他の支出 5,017

  財務活動収入 4,744,039

    地方債等発行収入 4,377,656

    その他の収入 366,383

    資産売却収入 37,920

    その他の収入 230,022

投資活動収支 -3,615,099

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,534,988

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,839,254

    国県等補助金収入 477,725

    基金取崩収入 1,091,337

    貸付金元金回収収入 2,250

  投資活動支出 5,454,353

    公共施設等整備費支出 4,120,229

    基金積立金支出 1,273,079

    投資及び出資金支出 61,046

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 58,815

    その他の支出 58,254

  臨時収入 222,811

業務活動収支 4,592,217

【投資活動収支】

    税収等収入 33,418,510

    国県等補助金収入 10,599,701

    使用料及び手数料収入 3,161,870

    その他の収入 2,216,024

  臨時支出 117,069

    移転費用支出 31,252,608

      補助金等支出 15,885,582

      社会保障給付支出 11,987,947

      その他の支出 56,829

  業務収入 49,396,105

    業務費用支出 13,657,022

      人件費支出 4,607,105

      物件費等支出 6,816,468

      支払利息支出 995,506

      その他の支出 1,237,944

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 44,909,630


