
【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 9,980,442,066   固定負債 5,976,440,429

    有形固定資産 9,503,175,374     地方債 5,772,556,813

      事業用資産 9,480,711,371     長期未払金 -

        土地 1,651,793,650     退職手当引当金 198,883,616

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,271,551,614     その他 5,000,000

        建物減価償却累計額 -3,184,888,668   流動負債 481,572,245

        工作物 14,128,630,153     １年内償還予定地方債 458,785,730

        工作物減価償却累計額 -11,458,850,678     未払金 -

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 22,677,061

        航空機 -     預り金 109,454

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,458,012,674

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 72,475,300   固定資産等形成分 9,980,442,066

      インフラ資産 -   余剰分（不足分） -6,370,729,416

        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 41,357,645

      物品減価償却累計額 -18,893,642

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 477,266,692

      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 472,266,692

        減債基金 365,377,097

        その他 106,889,595

      その他 5,000,000

      徴収不能引当金 -

  流動資産 87,283,258

    現金預金 87,283,258

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 3,609,712,650

資産合計 10,067,725,324 負債及び純資産合計 10,067,725,324

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：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 2,834,466,275

    業務費用 2,781,285,670

      人件費 308,503,969

        職員給与費 311,173,109

        賞与等引当金繰入額 1,223,646

        退職手当引当金繰入額 -6,236,990

        その他 2,344,204

      物件費等 2,429,841,647

        物件費 1,083,076,776

        維持補修費 252,562,427

        減価償却費 1,093,984,333

        その他 218,111

      その他の業務費用 42,940,054

        支払利息 41,363,748

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 1,576,306

    移転費用 53,180,605

      補助金等 52,323,005

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 857,600

  経常収益 2,463,779,221

    使用料及び手数料 2,126,292,650

    その他 337,486,571

純経常行政コスト 370,687,054

  臨時損失 398,931,859

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,929,459

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

純行政コスト 769,618,913

    その他 396,002,400

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 4,215,043,563 9,740,047,897 -5,525,004,334

  純行政コスト（△） -769,618,913 -769,618,913

  財源 164,288,000 164,288,000

    税収等 - -

    国県等補助金 164,288,000 164,288,000

  本年度差額 -605,330,913 -605,330,913

  固定資産等の変動（内部変動） 240,394,169 -240,394,169

    有形固定資産等の増加 1,412,342,212 -1,412,342,212

    有形固定資産等の減少 -1,096,913,792 1,096,913,792

    貸付金・基金等の増加 342,182,749 -342,182,749

    貸付金・基金等の減少 -417,217,000 417,217,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -605,330,913 240,394,169 -845,725,082

本年度末純資産残高 3,609,712,650 9,980,442,066 -6,370,729,416

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）

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 1,745,495,286

    業務費用支出 1,692,314,681

      人件費支出 313,517,313

      物件費等支出 1,337,433,620

      支払利息支出 41,363,748

      その他の支出 -

    移転費用支出 53,180,605

      補助金等支出 52,323,005

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 857,600

  業務収入 2,515,582,221

    税収等収入 -

    国県等補助金収入 51,803,000

    使用料及び手数料収入 2,126,292,650

    その他の収入 337,486,571

  臨時支出 396,002,400

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 396,002,400

  臨時収入 -

業務活動収支 374,084,535

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,754,524,961

    公共施設等整備費支出 1,412,342,212

    基金積立金支出 342,182,749

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 529,702,000

    国県等補助金収入 112,485,000

    基金取崩収入 417,217,000

    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 -1,224,822,961

【財務活動収支】

  財務活動支出 455,044,338

    地方債償還支出 455,044,338

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,256,900,000

    地方債発行収入 1,256,900,000

前年度末歳計外現金残高 65,916

本年度歳計外現金増減額 43,538

本年度末歳計外現金残高 109,454

本年度末現金預金残高 87,283,258

    その他の収入 -

財務活動収支 801,855,662

本年度資金収支額 -48,882,764

前年度末資金残高 136,056,568

本年度末資金残高 87,173,804


