
【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 21,271,960,672   固定負債 7,331,140,709

    有形固定資産 16,931,805,250     地方債 6,632,300,709

      事業用資産 7,439,281,592     長期未払金 -

        土地 2,785,655,092     退職手当引当金 698,840,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,036,651,401     その他 -

        建物減価償却累計額 -3,655,575,772   流動負債 765,643,960

        工作物 316,627,788     １年内償還予定地方債 676,068,236

        工作物減価償却累計額 -51,098,953     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 68,270,359

        航空機 -     預り金 16,086,865

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,218,500

        その他 - 負債合計 8,096,784,669

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,022,036   固定資産等形成分 23,277,606,844

      インフラ資産 9,349,729,140   余剰分（不足分） -7,597,417,320

        土地 1,425,954,591

        建物 157,949,160

        建物減価償却累計額 -86,635,722

        工作物 14,048,237,521

        工作物減価償却累計額 -6,224,033,910

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 28,257,500

      物品 295,128,992

      物品減価償却累計額 -152,334,474

    無形固定資産 8,828,268

      ソフトウェア 8,828,268

      その他 -

    投資その他の資産 4,331,327,154

      投資及び出資金 2,420,712,733

        有価証券 5,000,000

        出資金 2,415,712,733

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 58,971,649

      長期貸付金 -

      基金 1,853,912,398

        減債基金 180,496,812

        その他 1,673,415,586

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,269,626

  流動資産 2,505,013,521

    現金預金 479,979,602

    未収金 19,424,139

    短期貸付金 50,000,000

    基金 1,955,646,172

      財政調整基金 1,955,646,172

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 1,021,400

    徴収不能引当金 -1,057,792 純資産合計 15,680,189,524

資産合計 23,776,974,193 負債及び純資産合計 23,776,974,193

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）

    損失補償等引当金繰入額 -

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 6,135,854,235

    業務費用 2,724,362,505

        その他 235,927,833

      物件費等 1,504,637,334

        減価償却費

        維持補修費 136,756,739

    資産除売却損 103,518,609

    投資損失引当金繰入額 -

559,881,862

        その他 -

      社会保障給付 935,976,807

      他会計への繰出金 391,176,049

純経常行政コスト 5,938,231,470

  臨時損失

      その他の業務費用 98,210,040

        支払利息 67,397,333

        徴収不能引当金繰入額 3,327,418

    その他 -

純行政コスト 6,044,485,806

    その他 -

  臨時利益 1,733,548

    資産売却益 1,733,548

    災害復旧事業費 4,469,275

  経常収益 197,622,765

    使用料及び手数料 43,968,879

    その他 153,653,886

107,987,884

      その他 15,185,266

        その他 27,485,289

    移転費用 3,411,491,730

      補助金等 2,069,153,608

      人件費 1,121,515,131

        物件費 807,998,733

        職員給与費 792,652,939

        賞与等引当金繰入額 68,270,359

        退職手当引当金繰入額 24,664,000



【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 15,466,595,735 23,092,147,110 -7,625,551,375

  純行政コスト（△） -6,044,485,806 -6,044,485,806

  財源 6,328,082,437 6,328,082,437

    税収等 4,636,416,815 4,636,416,815

    国県等補助金 1,691,665,622 1,691,665,622

  本年度差額 283,596,631 283,596,631

  固定資産等の変動（内部変動） 255,567,266 -255,567,266

    有形固定資産等の増加 879,086,273 -879,086,273

    有形固定資産等の減少 -663,400,474 663,400,474

    貸付金・基金等の増加 496,789,707 -496,789,707

    貸付金・基金等の減少 -456,908,240 456,908,240

  資産評価差額 1,593,007 1,593,007

  無償所管換等 -71,660,002 -71,660,002

  その他 64,153 -40,537 104,690

  本年度純資産変動額 213,593,789 185,459,734 28,134,055

本年度末純資産残高 15,680,189,524 23,277,606,844 -7,597,417,320

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）

  財務活動支出 664,385,121

    地方債償還支出 651,860,721

    その他の支出 12,524,400

  財務活動収入 737,512,000

    地方債発行収入 737,512,000

    貸付金元金回収収入 50,493,502

    資産売却収入 1,733,551

    その他の収入 399,000

投資活動収支 -593,626,648

【財務活動収支】

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 294,310

  投資活動収入 735,208,975

    国県等補助金収入 327,970,922

    基金取崩収入 354,612,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,328,835,623

    公共施設等整備費支出 879,086,273

    基金積立金支出 291,828,981

    投資及び出資金支出 107,626,059

  臨時支出 4,469,275

    災害復旧事業費支出 4,469,275

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 546,623,446

  業務収入 6,204,190,908

    税収等収入 4,642,918,643

    国県等補助金収入 1,363,694,700

    使用料及び手数料収入 43,923,679

    その他の収入 153,653,886

    移転費用支出 3,411,491,730

      補助金等支出 2,069,153,608

      社会保障給付支出 935,976,807

      他会計への繰出支出 391,176,049

      その他の支出 15,185,266

    業務費用支出 2,241,606,457

      人件費支出 1,202,306,557

      物件費等支出 945,042,472

      支払利息支出 67,397,333

      その他の支出 26,860,095

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 5,653,098,187

本年度末現金預金残高 479,979,602

    その他の収入 -

財務活動収支 73,126,879

本年度資金収支額 26,123,677

前年度末資金残高 437,769,060

本年度末資金残高 463,892,737

前年度末歳計外現金残高 15,870,307

本年度歳計外現金増減額 216,558

本年度末歳計外現金残高 16,086,865


