
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 3,339,268,124   固定負債 1,826,003,221

    有形固定資産 3,066,368,124     地方債 1,248,733,249

      事業用資産 2,301,775,734     長期未払金 -

        土地 -     退職手当引当金 577,269,972

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 2,323,942,868     その他 -

        建物減価償却累計額 -969,627,256   流動負債 118,324,577

        工作物 3,216,493,814     １年内償還予定地方債 34,066,000

        工作物減価償却累計額 -2,269,890,672     未払金 -

        船舶 1,142,640     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -285,660     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 84,258,577

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 1,944,327,798

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 3,391,415,124

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -1,793,749,950

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 3,118,929,683

      物品減価償却累計額 -2,354,337,293

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 272,900,000

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 272,900,000

        減債基金 -

        その他 272,900,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 202,724,848

    現金預金 150,577,848

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 52,147,000

      財政調整基金 52,147,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 1,597,665,174

資産合計 3,541,992,972 負債及び純資産合計 3,541,992,972

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 2,136,316,222

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -

    資産除売却損 1

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 2,136,316,221

  臨時損失 1

    災害復旧事業費 -

  経常収益 14,530,191

    使用料及び手数料 6,275,990

    その他 8,254,201

      社会保障給付 23,585,000

      他会計への繰出金 -

      その他 2,259,600

        その他 -

    移転費用 103,006,797

      補助金等 77,162,197

      その他の業務費用 13,077,868

        支払利息 13,077,868

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 4,275,720

        減価償却費 316,104,070

        その他 3,230,360

        その他 45,747,911

      物件費等 549,560,212

        物件費 225,950,062

        職員給与費 1,355,195,047

        賞与等引当金繰入額 84,258,577

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 2,150,846,412

    業務費用 2,047,839,615

      人件費 1,485,201,535

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：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 1,336,206,457 3,562,327,315 -2,226,120,858

  純行政コスト（△） -2,136,316,222 -2,136,316,222

  財源 2,094,633,000 2,094,633,000

    税収等 2,080,664,000 2,080,664,000

    国県等補助金 13,969,000 13,969,000

  本年度差額 -41,683,222 -41,683,222

  固定資産等の変動（内部変動） -414,781,991 414,781,991

    有形固定資産等の増加 130,087,080 -130,087,080

    有形固定資産等の減少 -553,817,071 553,817,071

    貸付金・基金等の増加 90,065,000 -90,065,000

    貸付金・基金等の減少 -81,117,000 81,117,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,156,800 6,156,800

  その他 296,985,139 - 296,985,139

  本年度純資産変動額 261,458,717 -408,625,191 670,083,908

本年度末純資産残高 1,597,665,174 3,391,415,124 -1,793,749,950

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：円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 150,577,848

    その他の収入 -

財務活動収支 -117,790,960

本年度資金収支額 22,446,655

前年度末資金残高 128,131,193

本年度末資金残高 150,577,848

  財務活動支出 236,390,960

    地方債償還支出 236,390,960

    その他の支出 -

  財務活動収入 118,600,000

    地方債発行収入 118,600,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -139,035,080

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 81,117,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 81,117,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 220,152,080

    公共施設等整備費支出 130,087,080

    基金積立金支出 90,065,000

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 279,272,695

  業務収入 2,109,163,191

    税収等収入 2,080,664,000

    国県等補助金収入 13,969,000

    使用料及び手数料収入 6,275,990

    その他の収入 8,254,201

    移転費用支出 103,006,797

      補助金等支出 77,162,197

      社会保障給付支出 23,585,000

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,259,600

    業務費用支出 1,726,883,699

      人件費支出 1,480,349,689

      物件費等支出 233,456,142

      支払利息支出 13,077,868

      その他の支出 -

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 1,829,890,496


