
【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 2,282,965,076   固定負債 812,188,608

    有形固定資産 2,227,522,114     地方債 731,093,706

      事業用資産 879,047,439     長期未払金 12,408,018

        土地 608,848,123     退職手当引当金 63,695,177

        立木竹 -     損失補償等引当金 2,283,562

        建物 628,068,766     その他 2,708,145

        建物減価償却累計額 -373,697,823   流動負債 111,242,668

        工作物 19,909,134     １年内償還予定地方債 97,447,548

        工作物減価償却累計額 -12,628,518     未払金 260,532

        船舶 916,594     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -915,997     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 5,533,361

        航空機 1,778,700     預り金 6,974,754

        航空機減価償却累計額 -1,778,700     その他 1,026,473

        その他 6,814,311 負債合計 923,431,276

        その他減価償却累計額 -6,401,500 【純資産の部】

        建設仮勘定 8,134,350   固定資産等形成分 2,389,941,008

      インフラ資産 1,336,198,747   余剰分（不足分） -910,827,282

        土地 719,798,422

        建物 39,878,739

        建物減価償却累計額 -22,506,093

        工作物 1,596,129,030

        工作物減価償却累計額 -1,141,496,681

        その他 407,920

        その他減価償却累計額 -81,584

        建設仮勘定 144,068,993

      物品 28,106,128

      物品減価償却累計額 -15,830,200

    無形固定資産 493,651

      ソフトウェア 466,954

      その他 26,696

    投資その他の資産 54,949,311

      投資及び出資金 33,472,125

        有価証券 -

        出資金 3,991,326

        その他 29,480,799

      投資損失引当金 -5,869,309

      長期延滞債権 4,876,689

      長期貸付金 8,344,907

      基金 14,561,639

        減債基金 -

        その他 14,561,639

      その他 -

      徴収不能引当金 -436,740

  流動資産 119,579,926

    現金預金 10,914,972

    未収金 1,859,402

    短期貸付金 4,235

    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 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -170,380 純資産合計 1,479,113,726

資産合計 2,402,545,003 負債及び純資産合計 2,402,545,003

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：千円）

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

  経常費用 393,700,055

    業務費用 251,661,755

      人件費 126,255,671

        職員給与費 80,626,074

        賞与等引当金繰入額 5,533,361

        退職手当引当金繰入額 34,122,702

        その他 5,973,533

      物件費等 114,100,420

        物件費 67,863,192

        維持補修費 2,106,094

        減価償却費 44,131,134

        その他 -

      その他の業務費用 11,305,664

        支払利息 7,843,260

        徴収不能引当金繰入額 451,164

        その他 3,011,240

    移転費用 142,038,300

      補助金等 34,044,673

      社会保障給付 83,839,255

      他会計への繰出金 22,602,142

      その他 1,552,230

  経常収益 22,843,981

    使用料及び手数料 10,893,156

    その他 11,950,825

純経常行政コスト 370,856,074

  臨時損失 2,549,639

    災害復旧事業費 560,807

    資産除売却損 770,092

    投資損失引当金繰入額 1,203,740

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,288,831

純行政コスト 370,974,736

    その他 15,000

  臨時利益 2,430,977

    資産売却益 1,142,146



【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)

前年度末純資産残高 1,535,436,292 2,415,095,295 -879,659,003

  純行政コスト（△） -370,974,736 -370,974,736

  財源 335,477,667 335,477,667

    税収等 245,304,225 245,304,225

    国県等補助金 90,173,442 90,173,442

  本年度差額 -35,497,070 -35,497,070

  固定資産等の変動（内部変動） -19,194,579 19,194,579

    有形固定資産等の増加 26,072,116 -26,072,116

    有形固定資産等の減少 -46,270,447 46,270,447

    貸付金・基金等の増加 36,329,046 -36,329,046

    貸付金・基金等の減少 -35,325,294 35,325,294

  資産評価差額 111 111

  無償所管換等 -5,959,820 -5,959,820

  その他 -14,865,788 - -14,865,788

  本年度純資産変動額 -56,322,566 -25,154,287 -31,168,279

本年度末純資産残高 1,479,113,726 2,389,941,008 -910,827,282

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）

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 326,284,607

    業務費用支出 184,102,054

      人件費支出 99,895,519

      物件費等支出 73,556,320

      支払利息支出 7,843,260

      その他の支出 2,806,956

    移転費用支出 142,182,553

      補助金等支出 34,207,416

      社会保障給付支出 83,839,255

      他会計への繰出支出 22,583,652

      その他の支出 1,552,230

  業務収入 353,338,704

    税収等収入 245,537,879

    国県等補助金収入 85,426,786

    使用料及び手数料収入 10,897,702

    その他の収入 11,476,337

  臨時支出 560,807

    災害復旧事業費支出 560,807

    その他の支出 -

  臨時収入 1,337,137

業務活動収支 27,830,428

【投資活動収支】

  投資活動支出 88,153,529

    公共施設等整備費支出 20,243,401

    基金積立金支出 33,009,540

    投資及び出資金支出 2,312,869

    貸付金支出 1,475,755

    その他の支出 31,111,964

  投資活動収入 73,270,677

    国県等補助金収入 3,678,277

    基金取崩収入 35,480,716

    貸付金元金回収収入 487,054

    資産売却収入 2,511,366

    その他の収入 31,113,264

投資活動収支 -14,882,852

【財務活動収支】

  財務活動支出 107,682,833

    地方債償還支出 104,544,131

    その他の支出 3,138,702

  財務活動収入 93,249,977

    地方債発行収入 93,249,977

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 10,914,972

    その他の収入 -

財務活動収支 -14,432,856

本年度資金収支額 -1,485,280

前年度末資金残高 5,425,499

本年度末資金残高 3,940,218


