
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 80,191,784,227   固定負債 16,719,806,225

    有形固定資産 78,333,285,939     地方債 13,774,542,321

      事業用資産 33,261,638,102     長期未払金 -

        土地 17,909,463,599     退職手当引当金 2,336,741,461

        立木竹 3,600,000     損失補償等引当金 139,545

        建物 29,885,252,074     その他 608,382,898

        建物減価償却累計額 -15,468,977,120   流動負債 2,326,840,955

        工作物 2,693,342,551     １年内償還予定地方債 1,471,505,431

        工作物減価償却累計額 -1,891,398,139     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 242,196,188

        航空機 -     預り金 386,391,628

        航空機減価償却累計額 -     その他 226,747,708

        その他 - 負債合計 19,046,647,180

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 130,355,137   固定資産等形成分 81,860,991,227

      インフラ資産 43,947,590,676   余剰分（不足分） -17,449,761,035

        土地 29,749,851,724

        建物 215,772,385

        建物減価償却累計額 -147,968,334

        工作物 23,788,456,498

        工作物減価償却累計額 -9,793,165,197

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 134,643,600

      物品 2,661,100,729

      物品減価償却累計額 -1,537,043,568

    無形固定資産 13,419,960

      ソフトウェア 13,419,960

      その他 -

    投資その他の資産 1,845,078,328

      投資及び出資金 11,429,000

        有価証券 -

        出資金 11,429,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 221,894,811

      長期貸付金 3,080,000

      基金 1,626,906,000

        減債基金 3,086,000

        その他 1,623,820,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -18,231,483

  流動資産 3,266,093,145

    現金預金 1,550,912,085

    未収金 50,550,548

    短期貸付金 5,450,000

    基金 1,663,757,000

      財政調整基金 1,663,757,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,576,488 純資産合計 64,411,230,192

資産合計 83,457,877,372 負債及び純資産合計 83,457,877,372

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 1,678,453,062

純行政コスト 14,839,664,374

    その他 -

  臨時利益 1,699,231,811

    資産売却益 20,778,749

    資産除売却損 2,537,580

    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 16,536,358,605

  臨時損失 2,537,580

    災害復旧事業費 -

  経常収益 698,613,195

    使用料及び手数料 296,220,498

    その他 402,392,697

      社会保障給付 3,429,136,531

      他会計への繰出金 3,598,994,512

      その他 12,430,542

        その他 147,484,554

    移転費用 9,145,890,440

      補助金等 2,105,328,855

      その他の業務費用 272,438,291

        支払利息 102,362,066

        徴収不能引当金繰入額 22,591,671

        維持補修費 321,450,468

        減価償却費 1,365,300,014

        その他 3,785,573

        その他 475,195,777

      物件費等 4,092,091,423

        物件費 2,401,555,368

        職員給与費 2,958,717,927

        賞与等引当金繰入額 242,196,188

        退職手当引当金繰入額 48,441,754

  経常費用 17,234,971,800

    業務費用 8,089,081,360

      人件費 3,724,551,646

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】

会計：一般会計等 （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 61,069,772,222 79,148,604,154 -18,078,831,932

  純行政コスト（△） -14,839,664,374 -14,839,664,374

  財源 15,551,578,531 15,551,578,531

    税収等 11,854,060,633 11,854,060,633

    国県等補助金 3,697,517,898 3,697,517,898

  本年度差額 711,914,157 711,914,157

  固定資産等の変動（内部変動） 85,519,428 -85,519,428

    有形固定資産等の増加 870,896,062 -870,896,062

    有形固定資産等の減少 -1,205,644,490 1,205,644,490

    貸付金・基金等の増加 3,614,907,395 -3,614,907,395

    貸付金・基金等の減少 -3,194,639,539 3,194,639,539

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,626,867,645 2,626,867,645

  その他 2,676,168 - 2,676,168

  本年度純資産変動額 3,341,457,970 2,712,387,073 629,070,897

本年度末純資産残高 64,411,230,192 81,860,991,227 -17,449,761,035

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】

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 305,753,024

本年度歳計外現金増減額 80,638,604

本年度末歳計外現金残高 386,391,628

本年度末現金預金残高 1,550,912,085

    その他の収入 -

財務活動収支 -566,201,128

本年度資金収支額 253,262,563

前年度末資金残高 911,257,894

本年度末資金残高 1,164,520,457

  財務活動支出 1,616,134,128

    地方債償還支出 1,480,080,486

    その他の支出 136,053,642

  財務活動収入 1,049,933,000

    地方債発行収入 1,049,933,000

    貸付金元金回収収入 12,703,000

    資産売却収入 20,778,749

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,077,370,313

【財務活動収支】

    貸付金支出 13,513,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 572,267,749

    国県等補助金収入 258,786,000

    基金取崩収入 280,000,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,649,638,062

    公共施設等整備費支出 870,896,062

    基金積立金支出 765,229,000

    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 1,678,453,062

業務活動収支 1,896,834,004

  業務収入 15,996,870,270

    税収等収入 11,960,453,076

    国県等補助金収入 3,438,731,898

    使用料及び手数料収入 296,054,328

    その他の収入 301,630,968

    移転費用支出 9,145,890,440

      補助金等支出 2,105,328,855

      社会保障給付支出 3,429,136,531

      他会計への繰出支出 3,598,994,512

      その他の支出 12,430,542

    業務費用支出 6,632,598,888

      人件費支出 3,664,095,704

      物件費等支出 2,732,159,272

      支払利息支出 102,362,066

      その他の支出 133,981,846

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 15,778,489,328


