
【様式第1号】

連結会計 （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 98,164,948   固定負債 15,056,815

    有形固定資産 95,103,058     地方債等 12,285,449

      事業用資産 47,149,938     長期未払金 6,382

        土地 37,450,423     退職手当引当金 2,139,728

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 625,257

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,910,119

        建物 26,408,306     １年内償還予定地方債等 1,553,962

        建物減価償却累計額 -16,915,813     未払金 308,689

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 236,801     前受金 2,931

        工作物減価償却累計額 -29,779     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 209,290

        船舶 -     預り金 259,769

        船舶減価償却累計額 -     その他 575,478

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 17,966,934

        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 101,863,064

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -15,150,128

        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 46,995,235

        土地 6,643,655

        土地減損損失累計額 -

        建物 447,775

        建物減価償却累計額 -202,072

        建物減損損失累計額 -

        工作物 88,586,061

        工作物減価償却累計額 -48,784,213

        工作物減損損失累計額 -

        その他 991,179

        その他減価償却累計額 -694,349

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 7,200

      物品 3,762,789

      物品減価償却累計額 -2,804,905

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 25,559

      ソフトウェア 162

      その他 25,397

    投資その他の資産 3,036,332

      投資及び出資金 42,093

        有価証券 -

        出資金 42,093

        その他 -

      長期延滞債権 331,373

      長期貸付金 1,791

      基金 2,662,625

        減債基金 1,104,897

        その他 1,557,728

      その他 22,551

      徴収不能引当金 -24,101

  流動資産 6,514,922

    現金預金 2,054,201

    未収金 701,080

    短期貸付金 1,859

    基金 3,696,257

      財政調整基金 3,695,870

      減債基金 387

    棚卸資産 81,296

    その他 1,393

    徴収不能引当金 -21,164

  繰延資産 - 純資産合計 86,712,936

資産合計 104,679,870 負債及び純資産合計 104,679,870

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

連結会計 （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 25,385,982

    業務費用 11,489,705

      人件費 4,478,606

        職員給与費 3,335,095

        賞与等引当金繰入額 207,742

        退職手当引当金繰入額 188,551

        その他 747,219

      物件費等 6,518,465

        物件費 3,935,683

        維持補修費 114,758

        減価償却費 2,468,024

        その他 -

      その他の業務費用 492,633

        支払利息 176,697

        徴収不能引当金繰入額 6,480

        その他 309,455

    移転費用 13,896,277

      補助金等 7,961,668

      社会保障給付 5,932,491

      その他 2,118

  経常収益 3,115,685

    使用料及び手数料 2,749,434

    その他 366,251

純経常行政コスト 22,270,297

  臨時損失 73,705

    災害復旧事業費 32,233

    資産除売却損 23,252

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 18,220

  臨時利益 814

    資産売却益 814

    その他 -

純行政コスト 22,343,187



【様式第3号】

連結会計 （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 85,866,013 100,951,384 -15,085,371 -

  純行政コスト（△） -22,343,187 -22,343,187 -

  財源 23,340,093 23,340,093 -

    税収等 15,880,876 15,880,876 -

    国県等補助金 7,459,217 7,459,217 -

  本年度差額 996,905 996,905 -

  固定資産等の変動（内部変動） 1,048,334 -1,048,334

    有形固定資産等の増加 2,777,276 -2,777,276

    有形固定資産等の減少 -2,491,755 2,491,755

    貸付金・基金等の増加 2,127,917 -2,127,917

    貸付金・基金等の減少 -1,365,103 1,365,103

  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 -11,340 -137,772 126,431 -

  その他 -138,642 1,118 -139,760

  本年度純資産変動額 846,923 911,680 -64,757 -

本年度末純資産残高 86,712,936 101,863,064 -15,150,128 -

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】

連結会計 （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 22,854,661

    業務費用支出 8,958,535

      人件費支出 4,371,648

      物件費等支出 4,013,184

      支払利息支出 176,697

      その他の支出 397,006

    移転費用支出 13,896,126

      補助金等支出 7,961,668

      社会保障給付支出 5,932,340

      その他の支出 2,118

  業務収入 25,029,010

    税収等収入 15,849,732

    国県等補助金収入 6,013,457

    使用料及び手数料収入 2,721,545

    その他の収入 444,276

  臨時支出 32,233

    災害復旧事業費支出 32,233

    その他の支出 -

  臨時収入 388,615

業務活動収支 2,530,731

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,250,351

    公共施設等整備費支出 2,752,089

    基金積立金支出 1,493,912

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,350

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,612,615

    国県等補助金収入 1,105,744

    基金取崩収入 500,872

    貸付金元金回収収入 2,918

    資産売却収入 814

    その他の収入 2,267

投資活動収支 -2,637,737

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,718,143

    地方債等償還支出 2,634,620

    その他の支出 83,523

  財務活動収入 2,601,683

    地方債等発行収入 2,601,683

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 182,901

本年度歳計外現金増減額 57,474

本年度末歳計外現金残高 240,376

本年度末現金預金残高 2,054,201

財務活動収支 -116,460

本年度資金収支額 -223,466

前年度末資金残高 2,050,568

比例連結割合変更に伴う差額 -13,278

本年度末資金残高 1,813,825


