
【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 10,952,183,574   固定負債 3,935,316,915

    有形固定資産 8,253,912,603     地方債 3,255,209,752

      事業用資産 5,452,614,713     長期未払金 -

        土地 1,052,075,075     退職手当引当金 680,107,163

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,250,564,726     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,403,150,495   流動負債 354,355,293

        工作物 829,720,353     １年内償還予定地方債 296,087,891

        工作物減価償却累計額 -276,781,617     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 46,337,275

        航空機 -     預り金 11,930,127

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,289,672,208

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 186,671   固定資産等形成分 12,990,439,458

      インフラ資産 2,715,136,861   余剰分（不足分） -3,753,220,157

        土地 27,524,452

        建物 870,178,265

        建物減価償却累計額 -646,996,997

        工作物 13,343,313,184

        工作物減価償却累計額 -10,884,795,043

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 5,913,000

      物品 648,817,233

      物品減価償却累計額 -562,656,204

    無形固定資産 6,177,336

      ソフトウェア 6,177,336

      その他 -

    投資その他の資産 2,692,093,635

      投資及び出資金 467,374,122

        有価証券 -

        出資金 38,796,936

        その他 428,577,186

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 20,291,858

      長期貸付金 5,580,000

      基金 2,199,704,074

        減債基金 -

        その他 2,199,704,074

      その他 -

      徴収不能引当金 -856,419

  流動資産 2,574,707,935

    現金預金 531,263,641

    未収金 5,523,879

    短期貸付金 1,080,000

    基金 2,037,175,884

      財政調整基金 1,707,931,905

      減債基金 329,243,979

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -335,469 純資産合計 9,237,219,301

資産合計 13,526,891,509 負債及び純資産合計 13,526,891,509

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 34,000

純行政コスト 3,922,176,294

    その他 -

  臨時利益 34,000

    資産売却益 -

    資産除売却損 80,344,003

    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 3,836,099,091

  臨時損失 86,111,203

    災害復旧事業費 5,767,200

  経常収益 261,444,777

    使用料及び手数料 91,572,082

    その他 169,872,695

      社会保障給付 298,897,998

      他会計への繰出金 400,823,376

      その他 1,888,516

        その他 16,406,015

    移転費用 1,637,838,456

      補助金等 936,228,566

      その他の業務費用 43,012,756

        支払利息 26,246,608

        徴収不能引当金繰入額 360,133

        維持補修費 201,455,232

        減価償却費 502,239,705

        その他 -

        その他 57,916,680

      物件費等 1,631,260,740

        物件費 927,565,803

        職員給与費 661,837,065

        賞与等引当金繰入額 46,337,275

        退職手当引当金繰入額 19,340,896

  経常費用 4,097,543,868

    業務費用 2,459,705,412

      人件費 785,431,916

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 9,377,306,263 12,819,957,068 -3,442,650,805

  純行政コスト（△） -3,922,176,294 -3,922,176,294

  財源 3,786,333,790 3,786,333,790

    税収等 2,764,707,790 2,764,707,790

    国県等補助金 1,021,626,000 1,021,626,000

  本年度差額 -135,842,504 -135,842,504

  固定資産等の変動（内部変動） 175,936,511 -175,936,511

    有形固定資産等の増加 471,955,403 -471,955,403

    有形固定資産等の減少 -502,239,708 502,239,708

    貸付金・基金等の増加 247,778,683 -247,778,683

    貸付金・基金等の減少 -41,557,867 41,557,867

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -5,454,121 -5,454,121

  その他 1,209,663 - 1,209,663

  本年度純資産変動額 -140,086,962 170,482,390 -310,569,352

本年度末純資産残高 9,237,219,301 12,990,439,458 -3,753,220,157

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 41,042,722

本年度歳計外現金増減額 -29,112,595

本年度末歳計外現金残高 11,930,127

本年度末現金預金残高 531,263,641

    その他の収入 -

財務活動収支 104,751,272

本年度資金収支額 -182,012,807

前年度末資金残高 701,346,321

本年度末資金残高 519,333,514

  財務活動支出 243,747,728

    地方債償還支出 243,747,728

    その他の支出 -

  財務活動収入 348,499,000

    地方債発行収入 348,499,000

    貸付金元金回収収入 3,180,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -557,567,135

【財務活動収支】

    貸付金支出 5,160,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 160,556,636

    国県等補助金収入 119,985,955

    基金取崩収入 37,390,681

【投資活動収支】

  投資活動支出 718,123,771

    公共施設等整備費支出 471,955,403

    基金積立金支出 239,039,368

    投資及び出資金支出 1,969,000

  臨時支出 86,111,200

    災害復旧事業費支出 5,767,200

    その他の支出 80,344,000

  臨時収入 3,288,114

業務活動収支 270,803,056

  業務収入 3,924,482,057

    税収等収入 2,766,102,523

    国県等補助金収入 898,351,931

    使用料及び手数料収入 90,225,459

    その他の収入 169,802,144

    移転費用支出 1,637,838,456

      補助金等支出 936,228,566

      社会保障給付支出 298,897,998

      他会計への繰出支出 400,823,376

      その他の支出 1,888,516

    業務費用支出 1,933,017,459

      人件費支出 761,370,803

      物件費等支出 1,129,021,035

      支払利息支出 26,246,608

      その他の支出 16,379,013

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 3,570,855,915


