
（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 211,747,323 ※ 固定負債 95,965,716 ※

有形固定資産 195,655,774 ※ 地方債等 71,291,142
事業用資産 70,738,118 ※ 長期未払金 -

土地 21,753,938 退職手当引当金 6,164,542
土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 -
立木竹 - その他 18,510,031
立木竹減損損失累計額 - 流動負債 7,163,094
建物 116,313,777 1年内償還予定地方債等 5,997,738
建物減価償却累計額 △ 69,923,403 未払金 135,169
建物減損損失累計額 - 未払費用 9,659
工作物 5,128,386 前受金 2,138
工作物減価償却累計額 △ 2,727,883 前受収益 -
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 680,288
船舶 - 預り金 327,342
船舶減価償却累計額 - その他 10,760
船舶減損損失累計額 - 103,128,811 ※

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 218,130,625
浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 96,525,766
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 114,288
その他減価償却累計額 △ 51,702
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 130,719

インフラ資産 117,399,249
土地 13,336,450
土地減損損失累計額 -
建物 3,078,182
建物減価償却累計額 △ 1,445,441
建物減損損失累計額 -
工作物 213,407,670
工作物減価償却累計額 △ 111,515,714
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 538,102

物品 19,069,769
物品減価償却累計額 △ 11,551,362
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 8,690,424 ※

ソフトウェア 281,681
その他 8,408,742

投資その他の資産 7,401,126
投資及び出資金 759,741

有価証券 101,850
出資金 128,876
その他 529,015

長期延滞債権 3,005,247
長期貸付金 495,289
基金 4,656,654

減債基金 -
その他 4,656,654

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,515,805

流動資産 12,986,347
現金預金 5,731,119
未収金 509,551
短期貸付金 5,187
基金 6,378,115 ※

財政調整基金 5,036,761
減債基金 1,341,355

棚卸資産 387,924
その他 164,321
徴収不能引当金 △ 189,871

繰延資産 - 121,604,859

224,733,670 224,733,670

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

連結貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：千円）

経常費用 63,351,421
業務費用 29,781,479

人件費 9,544,544
職員給与費 8,120,378
賞与等引当金繰入額 578,940
退職手当引当金繰入額 605,690
その他 239,536

物件費等 18,781,678
物件費 8,447,281
維持補修費 613,806
減価償却費 8,981,537
その他 739,054

その他の業務費用 1,455,257
支払利息 985,911
徴収不能引当金繰入額 147,295
その他 322,051

移転費用 33,569,943 ※

補助金等 17,353,524
社会保障給付 6,656,536
他会計への繰出金 10,763
その他 9,549,119

経常収益 10,784,154
使用料及び手数料 9,083,152
その他 1,701,002

純経常行政コスト 52,567,267
臨時損失 43,055 ※

災害復旧事業費 14,140
資産除売却損 3,933
損失補償等引当金繰入額 -
その他 24,981

臨時利益 17,448 ※

資産売却益 13,425
その他 4,024

純行政コスト 52,592,874

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 金額



（単位：千円）

前年度末純資産残高 135,093,422 253,529,351 △ 118,435,929 -

純行政コスト（△） △ 52,592,874 △ 52,592,874 -

財源 50,245,603 50,245,603 -

税収等 32,419,105 32,419,105 -

国県等補助金 17,826,498 17,826,498 -

本年度差額 △ 2,347,271 △ 2,347,271 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 24,116,283 24,116,283 ※

有形固定資産等の増加 7,566,599 △ 7,566,599

有形固定資産等の減少 △ 15,719,247 15,719,247

貸付金・基金等の増加 1,347,847 △ 1,347,789

貸付金・基金等の減少 △ 17,311,482 17,311,423

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 10,433,403 △ 10,433,403

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 △ 707,889 △ 849,039 141,150

本年度純資産変動額 △ 13,488,562 ※ △ 35,398,725 21,910,163 ※ -

本年度末純資産残高 121,604,859 ※ 218,130,625 ※ △ 96,525,766 -

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：千円）

【業務活動収支】
業務支出 54,346,914

業務費用支出 20,775,741 ※

人件費支出 9,511,764
物件費等支出 9,632,874
支払利息支出 974,141
その他の支出 656,963

移転費用支出 33,571,173 ※

補助金等支出 17,353,525
社会保障給付支出 6,656,536
他会計への繰出支出 10,763
その他の支出 9,550,348

業務収入 60,382,841
税収等収入 30,279,762
国県等補助金収入 16,730,760
使用料及び手数料収入 10,215,965
その他の収入 3,156,354

臨時支出 14,140
災害復旧事業費支出 14,140
その他の支出 -

臨時収入 24
業務活動収支 6,021,811
【投資活動収支】

投資活動支出 4,230,992
公共施設等整備費支出 4,101,590
基金積立金支出 775,622
投資及び出資金支出 △ 660,000
貸付金支出 5,980
その他の支出 7,800

投資活動収入 1,517,252 ※

国県等補助金収入 881,229
基金取崩収入 928,274
貸付金元金回収収入 15,693
資産売却収入 70,369
その他の収入 △ 378,312

投資活動収支 △ 2,713,740
【財務活動収支】

財務活動支出 7,401,764
地方債等償還支出 6,862,833
その他の支出 538,931

財務活動収入 5,584,501
地方債等発行収入 5,146,907
その他の収入 437,594

財務活動収支 △ 1,817,263
1,490,808
3,923,364

-
5,414,171 ※

前年度末歳計外現金残高 310,292
本年度歳計外現金増減額 6,656
本年度末歳計外現金残高 316,948
本年度末現金預金残高 5,731,119

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額
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