
【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 29,934,270,172   固定負債 6,882,567,218

    有形固定資産 27,711,524,973     地方債 6,059,234,841

      事業用資産 16,039,800,415     長期未払金 -

        土地 9,985,931,703     退職手当引当金 795,493,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,356,197,506     その他 27,839,377

        建物減価償却累計額 -7,633,846,428   流動負債 643,611,827

        工作物 4,338,925,845     １年内償還予定地方債 498,778,835

        工作物減価償却累計額 -3,019,573,331     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 68,640,497

        航空機 -     預り金 54,949,225

        航空機減価償却累計額 -     その他 21,243,270

        その他 - 負債合計 7,526,179,045

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,165,120   固定資産等形成分 31,597,597,619

      インフラ資産 11,588,900,121   余剰分（不足分） -7,231,085,129

        土地 3,663,797,243

        建物 76,440,396

        建物減価償却累計額 -51,634,962

        工作物 17,494,441,205

        工作物減価償却累計額 -10,521,171,838

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 927,028,077

      物品 556,776,499

      物品減価償却累計額 -473,952,062

    無形固定資産 92,010,863

      ソフトウェア 92,010,863

      その他 -

    投資その他の資産 2,130,734,336

      投資及び出資金 22,754,000

        有価証券 -

        出資金 22,754,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 73,878,034

      長期貸付金 18,002,520

      基金 2,017,959,803

        減債基金 -

        その他 2,017,959,803

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,860,021

  流動資産 1,958,421,363

    現金預金 268,248,473

    未収金 27,672,211

    短期貸付金 4,500,405

    基金 1,658,827,042

      財政調整基金 1,100,694,952

      減債基金 558,132,090

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -826,768 純資産合計 24,366,512,490

資産合計 31,892,691,535 負債及び純資産合計 31,892,691,535

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 6,298,246,010

    業務費用 3,421,068,454

      人件費 1,016,529,902

        職員給与費 766,426,740

        賞与等引当金繰入額 68,640,497

        退職手当引当金繰入額 77,942,327

        その他 103,520,338

      物件費等 2,300,378,974

        物件費 1,485,790,430

        維持補修費 95,541,006

        減価償却費 719,047,538

        その他 -

      その他の業務費用 104,159,578

        支払利息 57,936,410

        徴収不能引当金繰入額 2,686,789

        その他 43,536,379

    移転費用 2,877,177,556

      補助金等 1,433,487,977

      社会保障給付 910,531,133

      他会計への繰出金 515,705,246

      その他 17,453,200

  経常収益 191,194,342

    使用料及び手数料 63,564,126

    その他 127,630,216

純経常行政コスト 6,107,051,668

  臨時損失 2

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    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 6,078,295,219

    その他 -

  臨時利益 28,756,451

    資産売却益 28,756,451



【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 24,220,145,260 31,272,084,774 -7,051,939,514

  純行政コスト（△） -6,078,295,219 -6,078,295,219

  財源 6,145,197,764 6,145,197,764

    税収等 4,333,510,159 4,333,510,159

    国県等補助金 1,811,687,605 1,811,687,605

  本年度差額 66,902,545 66,902,545

  固定資産等の変動（内部変動） 244,707,107 -244,707,107

    有形固定資産等の増加 1,162,563,102 -1,162,563,102

    有形固定資産等の減少 -812,178,189 812,178,189

    貸付金・基金等の増加 180,991,856 -180,991,856

    貸付金・基金等の減少 -286,669,662 286,669,662

  資産評価差額 1 1

  無償所管換等 53,802,497 53,802,497

  その他 25,662,187 27,003,240 -1,341,053

  本年度純資産変動額 146,367,230 325,512,845 -179,145,615

本年度末純資産残高 24,366,512,490 31,597,597,619 -7,231,085,129

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 5,569,758,272

    業務費用支出 2,692,580,716

      人件費支出 1,009,874,686

      物件費等支出 1,581,331,436

      支払利息支出 57,936,410

      その他の支出 43,438,184

    移転費用支出 2,877,177,556

      補助金等支出 1,433,487,977

      社会保障給付支出 910,531,133

      他会計への繰出支出 515,705,246

      その他の支出 17,453,200

  業務収入 5,896,279,933

    税収等収入 4,331,406,805

    国県等補助金収入 1,377,207,761

    使用料及び手数料収入 64,086,051

    その他の収入 123,579,316

  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 326,521,661

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,260,401,141

    公共施設等整備費支出 1,156,361,742

    基金積立金支出 104,039,399

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 769,388,459

    国県等補助金収入 434,479,844

    基金取崩収入 208,521,200

    貸付金元金回収収入 4,500,315

    資産売却収入 121,887,100

    その他の収入 -

投資活動収支 -491,012,682

【財務活動収支】

  財務活動支出 508,361,503

    地方債償還支出 485,621,083

    その他の支出 22,740,420

  財務活動収入 633,282,000

    地方債発行収入 633,282,000

前年度末歳計外現金残高 65,730,571

本年度歳計外現金増減額 -10,781,346

本年度末歳計外現金残高 54,949,225

本年度末現金預金残高 268,248,473

    その他の収入 -

財務活動収支 124,920,497

本年度資金収支額 -39,570,524

前年度末資金残高 252,869,772

本年度末資金残高 213,299,248


