
連結会計

財　務　諸　表

（注）各表では、千円未満を四捨五入して表示しているため、合

計額が一致しない場合があります。



【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 81,039,024   固定負債 19,583,564

    有形固定資産 76,732,672     地方債等 14,831,269

      事業用資産 29,482,119     長期未払金 10,177

        土地 12,916,078     退職手当引当金 2,028,487

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,713,630

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,969,674

        建物 30,823,487     １年内償還予定地方債等 1,617,598

        建物減価償却累計額 -17,010,224     未払金 70,631

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 8,203,933     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -5,456,188     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 171,610

        船舶 -     預り金 74,536

        船舶減価償却累計額 -     その他 35,299

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 21,553,237

        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 83,641,332

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -18,972,933

        航空機 -   他団体出資等分 32,571

        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 5,033

      インフラ資産 46,315,602

        土地 3,020,148

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,376,580

        建物減価償却累計額 -1,040,113

        建物減損損失累計額 -

        工作物 150,028,335

        工作物減価償却累計額 -107,711,155

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,748,625

        その他減価償却累計額 -1,338,254

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 231,436

      物品 3,073,524

      物品減価償却累計額 -2,138,573

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 39,284

      ソフトウェア -

      その他 39,284

    投資その他の資産 4,267,067

      投資及び出資金 70,489

        有価証券 2,309

        出資金 68,179

        その他 -

      長期延滞債権 57,223

      長期貸付金 36,340

      基金 3,561,148

        減債基金 -

        その他 3,561,148

      その他 546,938

      徴収不能引当金 -5,070

  流動資産 5,215,183

    現金預金 2,190,709

    未収金 46,108

    短期貸付金 -

    基金 2,602,308

      財政調整基金 1,989,079

      減債基金 613,229

    棚卸資産 377,556

    その他 170

    徴収不能引当金 -1,667

  繰延資産 - 純資産合計 64,700,970

資産合計 86,254,207 負債及び純資産合計 86,254,207

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 36,183

    その他 -

純行政コスト 19,801,496

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 273

  臨時利益 36,183

  臨時損失 88,008

    災害復旧事業費 64,887

    資産除売却損 22,849

    使用料及び手数料 1,272,112

    その他 447,801

純経常行政コスト 19,749,671

      社会保障給付 3,350,962

      その他 901,124

  経常収益 1,719,913

        その他 155,292

    移転費用 10,533,995

      補助金等 6,281,909

      その他の業務費用 277,242

        支払利息 109,140

        徴収不能引当金繰入額 12,809

        維持補修費 324,177

        減価償却費 3,364,761

        その他 128,424

        その他 246,759

      物件費等 7,996,465

        物件費 4,179,103

        職員給与費 2,171,052

        賞与等引当金繰入額 171,610

        退職手当引当金繰入額 72,461

  経常費用 21,469,585

    業務費用 10,935,590

      人件費 2,661,883

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 65,368,156 82,841,936 -17,502,626 28,846

  純行政コスト（△） -19,801,496 -19,804,173 2,677

  財源 18,494,375 18,494,375 -

    税収等 14,550,933 14,550,933 -

    国県等補助金 3,943,441 3,943,441 -

  本年度差額 -1,307,122 -1,309,799 2,677

  固定資産等の変動（内部変動） -1,866,882 1,866,882

    有形固定資産等の増加 1,287,441 -1,288,035

    有形固定資産等の減少 -3,378,184 3,378,184

    貸付金・基金等の増加 1,985,417 -1,984,823

    貸付金・基金等の減少 -1,761,556 1,761,556

  資産評価差額 3 3

  無償所管換等 489,506 489,506

  他団体出資等分の増加 -1,061 1,061

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -11,276 -15,413 4,150 -12

  その他 161,700 2,192,181 -2,030,482

  本年度純資産変動額 -667,188 799,395 -1,470,309 3,725

本年度末純資産残高 64,700,970 83,641,332 -18,972,933 32,571

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


