
【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 2,792,754,965   固定負債 1,272,065,105

    有形固定資産 2,724,641,418     地方債等 996,466,487

      事業用資産 897,005,898     長期未払金 12,445,386

        土地 615,021,655     退職手当引当金 65,895,802

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 2,283,562

        立木竹 -     その他 194,973,868

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 144,652,089

        建物 657,047,302     １年内償還予定地方債等 117,300,307

        建物減価償却累計額 -391,676,236     未払金 10,972,665

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 20,521,271     前受金 1,566,753

        工作物減価償却累計額 -13,142,569     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 6,113,632

        船舶 916,594     預り金 6,974,754

        船舶減価償却累計額 -915,997     その他 1,723,978

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,416,717,194

        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 2,899,732,408

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,382,838,985

        航空機 1,778,700   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -1,778,700

        航空機減損損失累計額 -

        その他 8,512,980

        その他減価償却累計額 -7,416,333

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 8,137,231

      インフラ資産 1,779,935,701

        土地 744,961,124

        土地減損損失累計額 -

        建物 53,686,904

        建物減価償却累計額 -30,411,731

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,229,349,531

        工作物減価償却累計額 -1,372,930,201

        工作物減損損失累計額 -

        その他 426,207

        その他減価償却累計額 -81,877

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 154,935,745

      物品 132,632,170

      物品減価償却累計額 -84,932,351

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 30,483,177

      ソフトウェア 639,421

      その他 29,843,757

    投資その他の資産 37,630,369

      投資及び出資金 3,996,326

        有価証券 -

        出資金 3,996,326

        その他 -

      長期延滞債権 8,351,743

      長期貸付金 7,278,846

      基金 18,886,794

        減債基金 -

        その他 18,886,794

      その他 279,222

      徴収不能引当金 -1,162,561

  流動資産 140,855,652

    現金預金 24,011,242

    未収金 10,563,962

    短期貸付金 5,747

    基金 106,971,697

      財政調整基金 7,552,403

      減債基金 99,419,294

    棚卸資産 101,896

    その他 17,736

    徴収不能引当金 -816,627

  繰延資産 - 純資産合計 1,516,893,423

資産合計 2,933,610,617 負債及び純資産合計 2,933,610,617

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

    資産売却益 1,143,757

    その他 1,425,580

純行政コスト 503,240,246

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 607,534

  臨時利益 2,569,337

  臨時損失 2,300,530

    災害復旧事業費 560,807

    資産除売却損 1,132,189

    使用料及び手数料 41,178,221

    その他 54,420,574

純経常行政コスト 503,509,053

      社会保障給付 84,172,820

      その他 1,602,247

  経常収益 95,598,795

        その他 13,635,252

    移転費用 280,596,377

      補助金等 194,821,310

      その他の業務費用 27,729,361

        支払利息 12,784,040

        徴収不能引当金繰入額 1,310,070

        維持補修費 3,591,389

        減価償却費 62,374,232

        その他 -

        その他 7,336,174

      物件費等 150,594,600

        物件費 84,628,979

        職員給与費 92,176,029

        賞与等引当金繰入額 6,019,521

        退職手当引当金繰入額 34,655,785

  経常費用 599,107,848

    業務費用 318,511,470

      人件費 140,187,509

全体行政コスト計算書
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 1,565,368,600 2,928,903,366 -1,363,534,766 -

  純行政コスト（△） -503,240,246 -503,240,246 -

  財源 469,479,546 469,479,546 -

    税収等 330,882,075 330,882,075 -

    国県等補助金 138,597,471 138,597,471 -

  本年度差額 -33,760,700 -33,760,700 -

  固定資産等の変動（内部変動） -23,316,955 23,316,955

    有形固定資産等の増加 42,941,201 -42,941,201

    有形固定資産等の減少 -66,099,910 66,099,910

    貸付金・基金等の増加 36,385,815 -36,385,815

    貸付金・基金等の減少 -36,544,061 36,544,061

  資産評価差額 111 111

  無償所管換等 -5,854,114 -5,854,114

  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 -8,860,474 - -8,860,474

  本年度純資産変動額 -48,475,176 -29,170,957 -19,304,219 -

本年度末純資産残高 1,516,893,423 2,899,732,408 -1,382,838,985 -

全体純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

（単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 8,035,129

本年度歳計外現金増減額 -1,060,375

本年度末歳計外現金残高 6,974,754

本年度末現金預金残高 24,011,242

財務活動収支 -17,710,706

本年度資金収支額 9,089,328

前年度末資金残高 7,947,160

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 17,036,487

    地方債等償還支出 123,422,245

    その他の支出 9,015,899

  財務活動収入 114,727,439

    地方債等発行収入 109,459,877

    その他の収入 5,267,562

    資産売却収入 2,515,892

    その他の収入 31,191,405

投資活動収支 -22,406,233

【財務活動収支】

  財務活動支出 132,438,144

    その他の支出 31,182,343

  投資活動収入 75,933,682

    国県等補助金収入 6,193,848

    基金取崩収入 35,527,940

    貸付金元金回収収入 504,596

  投資活動支出 98,339,915

    公共施設等整備費支出 32,740,041

    基金積立金支出 34,114,781

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 302,751

    災害復旧事業費支出 560,807

    その他の支出 8,879

  臨時収入 1,470,597

業務活動収支 49,206,267

【投資活動収支】

    税収等収入 330,019,886

    国県等補助金収入 133,806,424

    使用料及び手数料収入 39,701,380

    その他の収入 53,925,422

  臨時支出 569,686

    移転費用支出 280,759,120

      補助金等支出 194,984,053

      社会保障給付支出 84,172,820

      その他の支出 1,602,247

  業務収入 557,453,111

    業務費用支出 228,388,634

      人件費支出 113,574,525

      物件費等支出 85,638,664

      支払利息支出 12,770,245

      その他の支出 16,405,199

全体資金収支計算書
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 509,147,754


