
平成29年度決算財務書類（連結）

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 216,391,774 ※ 固定負債 41,983,997

有形固定資産 194,276,225 ※ 地方債等 36,438,633
事業用資産 115,643,456 長期未払金 65,510

土地 74,166,543 退職手当引当金 5,246,608
土地減損損失累計額 - 損失補償等引当金 -
立木竹 - その他 233,246
立木竹減損損失累計額 - 流動負債 5,261,633 ※

建物 97,250,424 1年内償還予定地方債等 3,444,001
建物減価償却累計額 △ 58,110,383 未払金 606,182
建物減損損失累計額 - 未払費用 3,234
工作物 8,512,415 前受金 399,848
工作物減価償却累計額 △ 7,170,848 前受収益 -
工作物減損損失累計額 - 賞与等引当金 434,447
船舶 - 預り金 341,349
船舶減価償却累計額 - その他 32,571
船舶減損損失累計額 - 47,245,630
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 222,091,901
浮標等減損損失累計額 - 余剰分（不足分） △ 37,889,040
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 86
その他減価償却累計額 △ 84
その他減損損失累計額 -
建設仮勘定 995,303

インフラ資産 76,296,525 ※

土地 23,802,076
土地減損損失累計額 -
建物 2,055,725
建物減価償却累計額 △ 546,060
建物減損損失累計額 -
工作物 132,230,661
工作物減価償却累計額 △ 81,496,935
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 251,057

物品 8,822,220
物品減価償却累計額 △ 6,485,976
物品減損損失累計額 -

無形固定資産 316,525
ソフトウェア 309,928
その他 6,597

投資その他の資産 21,799,023
投資及び出資金 622,046

有価証券 102,926
出資金 519,120
その他 -

長期延滞債権 454,554
長期貸付金 194,194
基金 20,391,621

減債基金 4,857,222
その他 15,534,399

その他 174,488
徴収不能引当金 △ 37,880

流動資産 15,056,326
現金預金 6,890,367
未収金 728,560
短期貸付金 6,092
基金 5,694,035

財政調整基金 5,315,965
減債基金 378,070

棚卸資産 1,753,312
その他 1,325
徴収不能引当金 △ 17,365

繰延資産 390 184,202,861 ※

231,448,491 ※ 231,448,491

※ 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。

連結貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計



（単位：千円）

経常費用 65,591,193
業務費用 23,923,562 ※

人件費 7,271,859
職員給与費 5,781,582
賞与等引当金繰入額 410,177
退職手当引当金繰入額 441,492
その他 638,608

物件費等 15,422,966
物件費 9,799,212
維持補修費 125,298
減価償却費 5,404,359
その他 94,097

その他の業務費用 1,228,738
支払利息 310,399
徴収不能引当金繰入額 39,031
その他 879,308

移転費用 41,667,631 ※

補助金等 22,904,346
社会保障給付 17,945,921
他会計への繰出金 807,578
その他 9,785

経常収益 4,779,571
使用料及び手数料 3,365,096
その他 1,414,475

純経常行政コスト 60,811,622
臨時損失 12,266 ※

災害復旧事業費 -
資産除売却損 11,991
損失補償等引当金繰入額 -
その他 274

臨時利益 81,519
資産売却益 80,299
その他 1,220

純行政コスト 60,742,370 ※

※ 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 184,430,059 ※ 223,929,243 △ 39,499,184 -

純行政コスト（△） △ 60,742,370 △ 60,742,370 -

財源 60,861,125 60,861,125 -

税収等 43,144,303 43,144,303 -

国県等補助金 17,716,822 17,716,822 -

本年度差額 118,756 ※ 118,756 ※ -

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額 13,221

無償所管換等 △ 442,943

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 82,061

その他 1,707

本年度純資産変動額 △ 227,198 ※ △ 1,837,342 ※ 1,610,144 -

本年度末純資産残高 184,202,861 222,091,901 △ 37,889,040 -

※ 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


