
【様式第1号】

会計：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 22,718,189   固定負債 6,922,581

    有形固定資産 21,573,662     地方債等 5,978,690

      事業用資産 7,539,007     長期未払金 -

        土地 3,199,111     退職手当引当金 871,103

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 72,788

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 749,203

        建物 10,443,486     １年内償還予定地方債等 611,970

        建物減価償却累計額 -7,569,907     未払金 35,443

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,374,539     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,908,657     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 59,034

        船舶 -     預り金 14,676

        船舶減価償却累計額 -     その他 28,080

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,671,784

        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 23,113,157

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -7,450,972

        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 557

        その他減価償却累計額 -121

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 13,562,183

        土地 217,523

        土地減損損失累計額 -

        建物 38,966

        建物減価償却累計額 -12,340

        建物減損損失累計額 -

        工作物 37,904,318

        工作物減価償却累計額 -24,622,444

        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 36,160

      物品 1,454,965

      物品減価償却累計額 -982,493

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 158,633

      ソフトウェア 158,633

      その他 -

    投資その他の資産 985,894

      投資及び出資金 5,472

        有価証券 2,044

        出資金 3,428

        その他 -

      長期延滞債権 14,568

      長期貸付金 -

      基金 946,445

        減債基金 36,339

        その他 910,105

      その他 20,535

      徴収不能引当金 -1,126

  流動資産 615,780

    現金預金 188,193

    未収金 16,926

    短期貸付金 1

    基金 394,967

      財政調整基金 394,967

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 16,337

    徴収不能引当金 -643

  繰延資産 - 純資産合計 15,662,185

資産合計 23,333,969 負債及び純資産合計 23,333,969

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：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 6,220,227

    業務費用 3,246,405

      人件費 996,538

        職員給与費 859,028

        賞与等引当金繰入額 58,987

        退職手当引当金繰入額 37,087

        その他 41,436

      物件費等 2,114,803

        物件費 950,327

        維持補修費 44,534

        減価償却費 1,119,891

        その他 51

      その他の業務費用 135,064

        支払利息 70,088

        徴収不能引当金繰入額 795

        その他 64,181

    移転費用 2,973,822

      補助金等 1,671,364

      社会保障給付 1,290,897

      その他 11,560

  経常収益 538,344

    使用料及び手数料 170,145

    その他 368,199

純経常行政コスト 5,681,883

  臨時損失 15,341

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 15,341

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,921

    資産売却益 1,921

    その他 -

純行政コスト 5,695,303



【様式第3号】

会計：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 16,275,356 23,873,352 -7,597,996 -

  純行政コスト（△） -5,695,303 -5,695,303 -

  財源 5,066,778 5,066,778 -

    税収等 3,714,087 3,714,087 -

    国県等補助金 1,352,691 1,352,691 -

  本年度差額 -628,525 -628,525 -

  固定資産等の変動（内部変動） -804,121 804,121

    有形固定資産等の増加 380,502 -380,502

    有形固定資産等の減少 -1,120,694 1,120,694

    貸付金・基金等の増加 234,734 -234,734

    貸付金・基金等の減少 -298,664 298,664

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 20,429 20,429

  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 -5,629 -13,952 8,323 -

  その他 554 37,449 -36,895

  本年度純資産変動額 -613,172 -760,195 147,024 -

本年度末純資産残高 15,662,185 23,113,157 -7,450,972 -

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】

会計：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 5,089,202

    業務費用支出 2,114,707

      人件費支出 957,866

      物件費等支出 1,005,133

      支払利息支出 70,088

      その他の支出 81,620

    移転費用支出 2,974,495

      補助金等支出 1,672,077

      社会保障給付支出 1,290,857

      その他の支出 11,560

  業務収入 5,432,446

    税収等収入 3,717,269

    国県等補助金収入 1,221,143

    使用料及び手数料収入 169,665

    その他の収入 324,369

  臨時支出 13,521

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 13,521

  臨時収入 49,812

業務活動収支 379,536

【投資活動収支】

  投資活動支出 433,932

    公共施設等整備費支出 298,377

    基金積立金支出 135,554

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 241,737

    国県等補助金収入 94,698

    基金取崩収入 143,576

    貸付金元金回収収入 1

    資産売却収入 3,462

    その他の収入 -

投資活動収支 -192,195

【財務活動収支】

  財務活動支出 669,909

    地方債等償還支出 641,699

    その他の支出 28,210

  財務活動収入 373,488

    地方債等発行収入 354,770

    その他の収入 18,718

財務活動収支 -296,421

本年度資金収支額 -109,080

前年度末資金残高 282,727

比例連結割合変更に伴う差額 552

本年度末資金残高 174,198

前年度末歳計外現金残高 11,961

本年度歳計外現金増減額 2,034

本年度末歳計外現金残高 13,995

本年度末現金預金残高 188,193


