
【様式第1号】

＜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 15,996,370,386   固定負債 2,056,567,163

    有形固定資産 13,855,177,406     地方債 1,408,086,865

      事業用資産 3,766,166,869     長期未払金 -

        土地 849,380,388     退職手当引当金 648,480,298

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 7,257,114,166     その他 -

        建物減価償却累計額 -4,629,434,899   流動負債 297,139,281

        工作物 1,223,517,565     １年内償還予定地方債 191,225,269

        工作物減価償却累計額 -957,383,551     未払金 72,287,200

        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 30,176,039

        航空機 -     預り金 3,450,773

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 2,353,706,444

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 22,973,200   固定資産等形成分 16,816,382,092

      インフラ資産 10,058,443,515   余剰分（不足分） -2,033,880,760

        土地 29,952,925

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 24,950,125,231

        工作物減価償却累計額 -14,934,616,241

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 12,981,600

      物品 346,266,892

      物品減価償却累計額 -315,699,870

    無形固定資産 55,568,228

      ソフトウェア 55,568,228

      その他 -

    投資その他の資産 2,085,624,752

      投資及び出資金 16,791,000

        有価証券 -

        出資金 16,791,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,402,064

      長期貸付金 10,500,000

      基金 2,050,112,043

        減債基金 432,105,254

        その他 1,618,006,789

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,180,355

  流動資産 1,139,837,390

    現金預金 318,007,496

    未収金 2,066,844

    短期貸付金 -

    基金 820,011,706

      財政調整基金 820,011,706

      減債基金 -

    棚卸資産 10,820

    その他 -

    徴収不能引当金 -259,476 純資産合計 14,782,501,332

資産合計 17,136,207,776 負債及び純資産合計 17,136,207,776

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

＜一般会計等＞ （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 2,050,999,831

    業務費用 1,482,243,201

      人件費 468,001,237

        職員給与費 358,567,640

        賞与等引当金繰入額 30,176,039

        退職手当引当金繰入額 24,528,892

        その他 54,728,666

      物件費等 980,292,483

        物件費 317,492,652

        維持補修費 24,723,560

        減価償却費 638,076,271

        その他 -

      その他の業務費用 33,949,481

        支払利息 11,370,881

        徴収不能引当金繰入額 689,895

        その他 21,888,705

    移転費用 568,756,630

      補助金等 315,139,041

      社会保障給付 116,844,583

      他会計への繰出金 136,229,606

      その他 543,400

  経常収益 51,852,127

    使用料及び手数料 23,002,471

    その他 28,849,656

純経常行政コスト 1,999,147,704

  臨時損失 8

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 8

    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 1,999,107,713

    その他 -

  臨時利益 39,999

    資産売却益 39,999



【様式第3号】

＜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 15,174,347,392 16,945,534,157 -1,771,186,765

  純行政コスト（△） -1,999,107,713 -1,999,107,713

  財源 1,862,057,614 1,862,057,614

    税収等 1,476,325,520 1,476,325,520

    国県等補助金 385,732,094 385,732,094

  本年度差額 -137,050,099 -137,050,099

  固定資産等の変動（内部変動） -128,880,179 128,880,179

    有形固定資産等の増加 388,136,495 -388,136,495

    有形固定資産等の減少 -638,076,280 638,076,280

    貸付金・基金等の増加 123,650,763 -123,650,763

    貸付金・基金等の減少 -2,591,157 2,591,157

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -271,886 -271,886

  その他 -254,524,075 - -254,524,075

  本年度純資産変動額 -391,846,060 -129,152,065 -262,693,995

本年度末純資産残高 14,782,501,332 16,816,382,092 -2,033,880,760

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】

＜一般会計等＞ （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 1,431,934,682

    業務費用支出 817,883,383

      人件費支出 442,537,659

      物件費等支出 342,086,138

      支払利息支出 11,370,881

      その他の支出 21,888,705

    移転費用支出 614,051,299

      補助金等支出 360,433,710

      社会保障給付支出 116,844,583

      他会計への繰出支出 136,229,606

      その他の支出 543,400

  業務収入 1,690,312,864

    税収等収入 1,474,375,523

    国県等補助金収入 164,338,094

    使用料及び手数料収入 23,159,891

    その他の収入 28,439,356

  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 258,378,182

【投資活動収支】

  投資活動支出 439,500,058

    公共施設等整備費支出 315,849,295

    基金積立金支出 113,650,763

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 10,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 225,562,244

    国県等補助金収入 222,058,000

    基金取崩収入 3,140,000

    貸付金元金回収収入 324,244

    資産売却収入 40,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -213,937,814

【財務活動収支】

  財務活動支出 227,751,989

    地方債償還支出 227,751,989

    その他の支出 -

  財務活動収入 191,300,000

    地方債発行収入 191,300,000

前年度末歳計外現金残高 3,456,398

本年度歳計外現金増減額 -5,625

本年度末歳計外現金残高 3,450,773

本年度末現金預金残高 318,007,496

    その他の収入 -

財務活動収支 -36,451,989

本年度資金収支額 7,988,379

前年度末資金残高 306,568,344

本年度末資金残高 314,556,723
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