
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 27,602,237,070   固定負債 8,521,423,825

    有形固定資産 26,023,546,175     地方債 6,194,576,204

      事業用資産 14,665,370,596     長期未払金 -

        土地 11,108,550,373     退職手当引当金 2,326,847,621

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,155,546,926     その他 -

        建物減価償却累計額 -10,612,647,969   流動負債 684,778,382

        工作物 337,132,692     １年内償還予定地方債 485,769,000

        工作物減価償却累計額 -323,211,426     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 107,660,560

        航空機 -     預り金 79,933,307

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,415,515

        その他 - 負債合計 9,206,202,207

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 29,282,152,070

      インフラ資産 11,269,868,503   余剰分（不足分） -8,809,804,665

        土地 1,075,040,117

        建物 61,533,360

        建物減価償却累計額 -51,656,181

        工作物 29,014,888,099

        工作物減価償却累計額 -18,840,336,892

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 10,400,000

      物品 542,431,574

      物品減価償却累計額 -454,124,498

    無形固定資産 63,077,019

      ソフトウェア 63,077,019

      その他 -

    投資その他の資産 1,515,613,876

      投資及び出資金 15,340,000

        有価証券 -

        出資金 15,340,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 187,300,745

      長期貸付金 -

      基金 1,330,314,000

        減債基金 -

        その他 1,330,314,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -17,340,869

  流動資産 2,076,312,542

    現金預金 358,485,259

    未収金 41,792,411

    短期貸付金 -

    基金 1,679,915,000

      財政調整基金 1,677,541,000

      減債基金 2,374,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -3,880,128 純資産合計 20,472,347,405

資産合計 29,678,549,612 負債及び純資産合計 29,678,549,612

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 （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 7,250,745,764

    業務費用 3,835,750,268

      人件費 1,532,513,324

        職員給与費 1,247,054,843

        賞与等引当金繰入額 107,660,560

        退職手当引当金繰入額 101,307,388

        その他 76,490,533

      物件費等 2,186,305,123

        物件費 1,288,181,718

        維持補修費 107,628,388

        減価償却費 790,495,017

        その他 -

      その他の業務費用 116,931,821

        支払利息 49,161,812

        徴収不能引当金繰入額 21,163,577

        その他 46,606,432

    移転費用 3,414,995,496

      補助金等 2,159,288,457

      社会保障給付 678,896,720

      他会計への繰出金 576,036,219

      その他 774,100

  経常収益 338,014,304

    使用料及び手数料 58,297,108

    その他 279,717,196

純経常行政コスト 6,912,731,460

  臨時損失 94,872,018

    災害復旧事業費 16,641,720

    資産除売却損 25,025,663

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 16,357,459

純行政コスト 6,991,246,019

    その他 53,204,635

  臨時利益 16,357,459

    資産売却益 -



【様式第3号】

会計：一般会計 （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 21,060,512,208 29,746,958,484 -8,686,446,276

  純行政コスト（△） -6,991,246,019 -6,991,246,019

  財源 6,385,162,848 6,385,162,848

    税収等 5,050,212,995 5,050,212,995

    国県等補助金 1,334,949,853 1,334,949,853

  本年度差額 -606,083,171 -606,083,171

  固定資産等の変動（内部変動） -482,724,782 482,724,782

    有形固定資産等の増加 292,271,028 -292,271,028

    有形固定資産等の減少 -815,520,680 815,520,680

    貸付金・基金等の増加 272,286,273 -272,286,273

    貸付金・基金等の減少 -231,761,403 231,761,403

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17,918,368 17,918,368

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -588,164,803 -464,806,414 -123,358,389

本年度末純資産残高 20,472,347,405 29,282,152,070 -8,809,804,665

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 （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 6,426,060,857

    業務費用支出 2,894,098,225

      人件費支出 1,426,767,717

      物件費等支出 1,395,810,106

      支払利息支出 49,161,812

      その他の支出 22,358,590

    移転費用支出 3,531,962,632

      補助金等支出 2,276,255,593

      社会保障給付支出 678,896,720

      他会計への繰出支出 576,036,219

      その他の支出 774,100

  業務収入 6,670,495,992

    税収等収入 5,054,466,511

    国県等補助金収入 1,278,197,053

    使用料及び手数料収入 58,396,513

    その他の収入 279,435,915

  臨時支出 16,641,720

    災害復旧事業費支出 16,641,720

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 227,793,415

【投資活動収支】

  投資活動支出 514,964,028

    公共施設等整備費支出 292,271,028

    基金積立金支出 201,693,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 21,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 201,063,800

    国県等補助金収入 56,752,800

    基金取崩収入 123,311,000

    貸付金元金回収収入 21,000,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -313,900,228

【財務活動収支】

  財務活動支出 469,501,256

    地方債償還支出 454,280,600

    その他の支出 15,220,656

  財務活動収入 435,723,000

    地方債発行収入 435,723,000

前年度末歳計外現金残高 525,300

本年度歳計外現金増減額 79,408,007

本年度末歳計外現金残高 79,933,307

本年度末現金預金残高 358,485,259

    その他の収入 -

財務活動収支 -33,778,256

本年度資金収支額 -119,885,069

前年度末資金残高 398,437,021

本年度末資金残高 278,551,952


