
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 207,769,709   固定負債 53,922,392

    有形固定資産 190,401,084     地方債等 44,305,585

      事業用資産 54,810,877     長期未払金 -

        土地 21,249,236     退職手当引当金 3,846,716

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 573,453     その他 5,770,091

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,109,871

        建物 70,527,594     １年内償還予定地方債等 4,546,767

        建物減価償却累計額 -40,784,728     未払金 54,292

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 7,911,836     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -6,100,689     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 273,125

        船舶 120,852     預り金 235,687

        船舶減価償却累計額 -34,564     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 59,032,263

        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 210,647,789

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -54,125,670

        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 1,347,887

      インフラ資産 133,546,501

        土地 7,526,266

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,010,613

        建物減価償却累計額 -1,245,118

        建物減損損失累計額 -

        工作物 222,491,165

        工作物減価償却累計額 -101,984,300

        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 3,747,874

      物品 14,523,878

      物品減価償却累計額 -12,480,172

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 77,556

      ソフトウェア 10,274

      その他 67,283

    投資その他の資産 17,291,068

      投資及び出資金 933,698

        有価証券 42,479

        出資金 891,219

        その他 -

      長期延滞債権 823,322

      長期貸付金 1,929,644

      基金 13,640,071

        減債基金 4,048,535

        その他 9,591,536

      その他 -

      徴収不能引当金 -35,667

  流動資産 7,784,675

    現金預金 3,684,640

    未収金 1,231,076

    短期貸付金 -

    基金 2,878,081

      財政調整基金 2,878,081

      減債基金 -

    棚卸資産 1,534

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,656

  繰延資産 - 純資産合計 156,522,120

資産合計 215,554,383 負債及び純資産合計 215,554,383

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：千円）

    資産売却益 10,081

    その他 -

純行政コスト 35,327,911

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 9,499

  臨時利益 10,081

  臨時損失 16,573

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 7,074

    使用料及び手数料 1,125,292

    その他 916,842

純経常行政コスト 35,321,420

      社会保障給付 3,329,108

      その他 444,080

  経常収益 2,042,134

        その他 294,836

    移転費用 18,237,770

      補助金等 14,464,582

      その他の業務費用 741,705

        支払利息 400,545

        徴収不能引当金繰入額 46,323

        維持補修費 883,233

        減価償却費 6,690,092

        その他 -

        その他 718,673

      物件費等 13,494,156

        物件費 5,920,831

        職員給与費 3,904,876

        賞与等引当金繰入額 273,125

        退職手当引当金繰入額 -6,750

  経常費用 37,363,554

    業務費用 19,125,784

      人件費 4,889,923

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】

会計：全体会計 （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 151,810,588 203,913,754 -52,103,165 -

  純行政コスト（△） -35,327,911 -35,327,911 -

  財源 36,382,701 36,382,701 -

    税収等 25,610,219 25,610,219 -

    国県等補助金 10,772,481 10,772,481 -

  本年度差額 1,054,789 1,054,789 -

  固定資産等の変動（内部変動） 6,706,661 -6,706,661

    有形固定資産等の増加 29,211,145 -29,211,145

    有形固定資産等の減少 -22,644,765 22,644,765

    貸付金・基金等の増加 3,390,386 -3,390,386

    貸付金・基金等の減少 -3,250,105 3,250,105

  資産評価差額 3,498 3,498

  無償所管換等 23,877 23,877

  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 3,629,367 - 3,629,367

  本年度純資産変動額 4,711,531 6,734,036 -2,022,504 -

本年度末純資産残高 156,522,120 210,647,789 -54,125,670 -

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：全体会計 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 224,413

本年度歳計外現金増減額 6,687

本年度末歳計外現金残高 231,100

本年度末現金預金残高 3,684,640

財務活動収支 -863,251

本年度資金収支額 1,664,832

前年度末資金残高 1,788,708

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,453,540

    地方債等償還支出 4,651,051

    その他の支出 -

  財務活動収入 3,787,800

    地方債等発行収入 3,787,800

    その他の収入 -

    資産売却収入 11,184

    その他の収入 44,469

投資活動収支 -2,323,996

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,651,051

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,457,650

    国県等補助金収入 3,269,989

    基金取崩収入 1,099,313

    貸付金元金回収収入 32,695

  投資活動支出 6,781,647

    公共施設等整備費支出 5,337,783

    基金積立金支出 1,426,909

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 16,955

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 9,499

  臨時収入 163,074

業務活動収支 4,852,080

【投資活動収支】

    税収等収入 25,167,632

    国県等補助金収入 7,952,671

    使用料及び手数料収入 1,121,554

    その他の収入 914,502

  臨時支出 9,499

    移転費用支出 18,237,770

      補助金等支出 14,464,582

      社会保障給付支出 3,329,108

      その他の支出 444,080

  業務収入 35,156,360

    業務費用支出 12,220,085

      人件費支出 4,889,613

      物件費等支出 6,944,037

      支払利息支出 400,545

      その他の支出 -14,110

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 30,457,856


