
【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 189,563,067   固定負債 36,284,071

    有形固定資産 177,513,392     地方債等 25,912,149

      事業用資産 59,284,624     長期未払金 -

        土地 19,127,591     退職手当引当金 6,652,359

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 4,253

        立木竹 -     その他 3,715,311

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,772,604

        建物 95,834,364     １年内償還予定地方債等 3,360,446

        建物減価償却累計額 -56,933,336     未払金 412,432

        建物減損損失累計額 -     未払費用 10,828

        工作物 2,385,778     前受金 1,683

        工作物減価償却累計額 -1,636,464     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 378,723

        船舶 -     預り金 293,097

        船舶減価償却累計額 -     その他 315,395

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 41,056,676

        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 196,954,212

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -35,880,709

        航空機 -   他団体出資等分 333,865

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 4,290

        その他減価償却累計額 -1,714

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 504,114

      インフラ資産 116,271,922

        土地 17,337,393

        土地減損損失累計額 -

        建物 299,879

        建物減価償却累計額 -169,259

        建物減損損失累計額 -

        工作物 219,104,915

        工作物減価償却累計額 -121,703,716

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,596,999

        その他減価償却累計額 -1,069,237

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 874,947

      物品 5,092,398

      物品減価償却累計額 -3,135,552

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 309,392

      ソフトウェア 307,799

      その他 1,593

    投資その他の資産 11,740,283

      投資及び出資金 301,932

        有価証券 -

        出資金 301,932

        その他 -

      長期延滞債権 614,413

      長期貸付金 664,794

      基金 10,195,898

        減債基金 -

        その他 10,195,898

      その他 11,051

      徴収不能引当金 -47,805

  流動資産 12,900,977

    現金預金 4,559,698

    未収金 389,713

    短期貸付金 22,348

    基金 7,368,797

      財政調整基金 7,368,797

      減債基金 -

    棚卸資産 551,441

    その他 9,333

    徴収不能引当金 -352

  繰延資産 - 純資産合計 161,407,368

資産合計 202,464,044 負債及び純資産合計 202,464,044

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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 49,323,161

    業務費用 24,095,615

      人件費 6,419,446

        職員給与費 5,256,402

        賞与等引当金繰入額 5,739

        退職手当引当金繰入額 30,854

        その他 1,126,451

      物件費等 16,346,672

        物件費 7,573,064

        維持補修費 811,174

        減価償却費 7,733,803

        その他 228,631

      その他の業務費用 1,329,497

        支払利息 344,142

        徴収不能引当金繰入額 45,702

        その他 939,653

    移転費用 25,227,546

      補助金等 15,457,154

      社会保障給付 9,559,482

      その他 210,911

  経常収益 3,962,544

    使用料及び手数料 2,459,887

    その他 1,502,657

純経常行政コスト 45,360,617

  臨時損失 3,773

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 773

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,000

  臨時利益 181,002

    資産売却益 94,955

    その他 86,047

純行政コスト 45,183,387



【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 164,435,653 201,413,801 -37,289,677 311,529

  純行政コスト（△） -45,183,387 -45,210,543 27,155

  財源 42,141,922 42,141,841 82

    税収等 28,462,961 28,462,961 -

    国県等補助金 13,678,961 13,678,880 82

  本年度差額 -3,041,465 -3,068,702 27,237

  固定資産等の変動（内部変動） -4,488,783 4,488,783

    有形固定資産等の増加 3,616,084 -3,616,084

    有形固定資産等の減少 -8,114,311 8,114,311

    貸付金・基金等の増加 1,469,075 -1,469,075

    貸付金・基金等の減少 -1,459,631 1,459,631

  資産評価差額 17,146 17,146

  無償所管換等 3,795 3,795

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 4,900 -4,900

  比例連結割合変更に伴う差額 2,239 8,252 -6,013 -

  その他 -10,001 - -10,001

  本年度純資産変動額 -3,028,285 -4,459,589 1,408,968 22,336

本年度末純資産残高 161,407,368 196,954,212 -35,880,709 333,865

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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）

※表中の数字は表示単位未満を四捨五入しているため、合計額が合わない場合があります。

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 41,593,784

    業務費用支出 16,378,971

      人件費支出 6,469,123

      物件費等支出 8,638,392

      支払利息支出 344,142

      その他の支出 927,314

    移転費用支出 25,214,813

      補助金等支出 15,457,154

      社会保障給付支出 9,559,482

      その他の支出 198,177

  業務収入 45,127,595

    税収等収入 28,438,106

    国県等補助金収入 12,865,223

    使用料及び手数料収入 2,434,794

    その他の収入 1,389,472

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 85,416

業務活動収支 3,619,227

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,057,805

    公共施設等整備費支出 3,294,872

    基金積立金支出 610,976

    投資及び出資金支出 13,238

    貸付金支出 121,800

    その他の支出 16,920

  投資活動収入 1,736,250

    国県等補助金収入 881,869

    基金取崩収入 583,047

    貸付金元金回収収入 114,548

    資産売却収入 148,319

    その他の収入 8,467

投資活動収支 -2,321,555

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,789,664

    地方債等償還支出 3,494,153

    その他の支出 295,511

  財務活動収入 2,032,940

    地方債等発行収入 2,032,940

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 313,338

本年度歳計外現金増減額 -20,522

本年度末歳計外現金残高 292,816

本年度末現金預金残高 4,559,698

財務活動収支 -1,756,724

本年度資金収支額 -459,051

前年度末資金残高 4,731,842

比例連結割合変更に伴う差額 -5,909

本年度末資金残高 4,266,882


