
全体会計

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 77,433,925   固定負債 18,374,551

    有形固定資産 73,678,195     地方債等 13,634,310

      事業用資産 26,791,239     長期未払金 -

        土地 12,822,518     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 2,711,754

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,563,966

        建物 27,581,428     １年内償還予定地方債等 1,306,214

        建物減価償却累計額 -15,344,794     未払金 51,866

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,459,209     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -3,732,155     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 127,439

        船舶 -     預り金 74,185

        船舶減価償却累計額 -     その他 4,261

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 19,938,517

        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 79,591,550

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -17,983,953

        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 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 2,459,022

      物品減価償却累計額 -1,887,669

      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 3,716,446

      投資及び出資金 312,747

        有価証券 37,309

        出資金 275,437

        その他 -

      長期延滞債権 56,861

      長期貸付金 36,340

      基金 3,315,543

        減債基金 -

        その他 3,315,543

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,044

  流動資産 4,112,188

    現金預金 1,914,210

    未収金 40,792

    短期貸付金 -

    基金 2,157,625

      財政調整基金 1,544,396

      減債基金 613,229

    棚卸資産 1,229

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,667

  繰延資産 - 純資産合計 61,607,597

資産合計 81,546,114 負債及び純資産合計 81,546,114

連結貸借対照表 【全体会計】
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 35,848

    その他 -

純行政コスト 17,993,940

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 35,848

  臨時損失 87,735

    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 871,497

    その他 256,706

純経常行政コスト 17,942,053

      社会保障給付 1,127,559

      その他 900,188

  経常収益 1,128,203

        その他 80,955

    移転費用 9,589,720

      補助金等 7,561,974

      その他の業務費用 186,510

        支払利息 92,757

        徴収不能引当金繰入額 12,798

        維持補修費 251,075

        減価償却費 3,085,308

        その他 8,090

        その他 163,272

      物件費等 7,326,128

        物件費 3,981,655

        職員給与費 1,587,717

        賞与等引当金繰入額 127,439

        退職手当引当金繰入額 89,469

  経常費用 19,070,255

    業務費用 9,480,535

      人件費 1,967,897

連結行政コスト計算書 【全体会計】
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 62,275,910 78,602,355 -16,326,446 -

  純行政コスト（△） -17,993,940 -17,993,940 -

  財源 16,678,655 16,678,655 -

    税収等 13,177,581 13,177,581 -

    国県等補助金 3,501,073 3,501,073 -

  本年度差額 -1,315,285 -1,315,285 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,688,171 1,688,171

    有形固定資産等の増加 1,177,992 -1,178,586

    有形固定資産等の減少 -3,098,731 3,098,731

    貸付金・基金等の増加 1,926,311 -1,925,717

    貸付金・基金等の減少 -1,693,743 1,693,743

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 485,273 485,273

  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 161,700 2,192,093 -2,030,393

  本年度純資産変動額 -668,313 989,195 -1,657,507 -

本年度末純資産残高 61,607,597 79,591,550 -17,983,953 -

連結純資産変動計算書 【全体会計】
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 69,423

本年度歳計外現金増減額 4,762

本年度末歳計外現金残高 74,185

本年度末現金預金残高 1,914,210

財務活動収支 17,360

本年度資金収支額 232,738

前年度末資金残高 1,607,287

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,840,025

    地方債等償還支出 1,220,640

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,238,000

    地方債等発行収入 1,238,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 40,259

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,270,917

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,220,640

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,838,511

    国県等補助金収入 185,804

    基金取崩収入 993,208

    貸付金元金回収収入 619,240

  投資活動支出 3,109,428

    公共施設等整備費支出 1,260,397

    基金積立金支出 1,211,846

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 637,185

    災害復旧事業費支出 64,887

    その他の支出 -

  臨時収入 74,040

業務活動収支 1,486,295

【投資活動収支】

    税収等収入 13,157,354

    国県等補助金収入 3,241,229

    使用料及び手数料収入 866,561

    その他の収入 255,744

  臨時支出 64,887

    移転費用支出 9,589,720

      補助金等支出 7,561,974

      社会保障給付支出 1,127,559

      その他の支出 900,188

  業務収入 17,520,887

    業務費用支出 6,454,026

      人件費支出 2,030,492

      物件費等支出 4,254,106

      支払利息支出 92,757

      その他の支出 76,671

連結資金収支計算書 【全体会計】
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 16,043,746


