
【様式第1号】

（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 16,439,964,370   固定負債 4,069,658,445

    有形固定資産 13,571,244,641     地方債 3,695,912,445

      事業用資産 11,487,430,220     長期未払金 -

        土地 4,459,427,580     退職手当引当金 373,746,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,524,832,258     その他 -

        建物減価償却累計額 -8,120,857,648   流動負債 789,575,797

        工作物 1,346,454,440     １年内償還予定地方債 738,431,024

        工作物減価償却累計額 -725,097,212     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 50,345,015

        航空機 -     預り金 799,758

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 3,770,502 負債合計 4,859,234,242

        その他減価償却累計額 -1,099,700 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 19,138,404,370

      インフラ資産 2,001,110,435   余剰分（不足分） -4,341,540,331

        土地 135,964,825

        建物 594,539,586

        建物減価償却累計額 -226,830,669

        工作物 15,533,938,143

        工作物減価償却累計額 -14,074,817,755

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -2,594,095

        建設仮勘定 10,011,600

      物品 677,232,341

      物品減価償却累計額 -594,528,355

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,868,719,729

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 10,754,293

      長期貸付金 5,690,000

      基金 2,736,896,572

        減債基金 -

        その他 2,736,896,572

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,196,136

  流動資産 3,216,133,911

    現金預金 514,059,953

    未収金 3,633,958

    短期貸付金 -

    基金 2,698,440,000

      財政調整基金 2,108,027,000

      減債基金 590,413,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 14,796,864,039

資産合計 19,656,098,281 負債及び純資産合計 19,656,098,281

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 4,042,126,291

    その他 -

  臨時利益 10,535,199

    資産売却益 10,535,199

    資産除売却損 1,242,005

    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 4,051,419,485

  臨時損失 1,242,005

    災害復旧事業費 -

  経常収益 129,557,528

    使用料及び手数料 71,356,196

    その他 58,201,332

      社会保障給付 394,379,566

      他会計への繰出金 642,002,514

      その他 8,349,602

        その他 12,186,019

    移転費用 1,722,872,858

      補助金等 678,141,176

      その他の業務費用 40,531,759

        支払利息 28,612,693

        徴収不能引当金繰入額 -266,953

        維持補修費 81,454,343

        減価償却費 517,895,538

        その他 4,400,160

        その他 38,306,887

      物件費等 1,595,106,878

        物件費 991,356,837

        職員給与費 686,616,616

        賞与等引当金繰入額 50,345,015

        退職手当引当金繰入額 47,197,000

  経常費用 4,180,977,013

    業務費用 2,458,104,155

      人件費 822,465,518

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】

（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 14,181,512,570 18,362,410,322 -4,180,897,752

  純行政コスト（△） -4,042,126,291 -4,042,126,291

  財源 4,624,891,651 4,624,891,651

    税収等 4,087,371,606 4,087,371,606

    国県等補助金 537,520,045 537,520,045

  本年度差額 582,765,360 582,765,360

  固定資産等の変動（内部変動） 743,407,939 -743,407,939

    有形固定資産等の増加 1,629,201,604 -1,629,201,604

    有形固定資産等の減少 -1,237,164,824 1,237,164,824

    貸付金・基金等の増加 366,252,569 -366,252,569

    貸付金・基金等の減少 -14,881,410 14,881,410

  資産評価差額 32,427,115 32,427,115

  無償所管換等 158,994 158,994

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 615,351,469 775,994,048 -160,642,579

本年度末純資産残高 14,796,864,039 19,138,404,370 -4,341,540,331

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 10,852,534

本年度歳計外現金増減額 -3,966,547

本年度末歳計外現金残高 6,885,987

本年度末現金預金残高 514,059,953

    その他の収入 -

財務活動収支 89,342,847

本年度資金収支額 -25,299,070

前年度末資金残高 532,473,036

本年度末資金残高 507,173,966

  財務活動支出 736,657,153

    地方債償還支出 736,657,153

    その他の支出 -

  財務活動収入 826,000,000

    地方債発行収入 826,000,000

    貸付金元金回収収入 970,000

    資産売却収入 22,884,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,253,776,124

【財務活動収支】

    貸付金支出 600,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 29,854,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 6,000,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,283,630,124

    公共施設等整備費支出 923,523,124

    基金積立金支出 359,507,000

    投資及び出資金支出 -

  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 1,139,134,207

  業務収入 4,757,161,029

    税収等収入 4,090,083,456

    国県等補助金収入 537,520,045

    使用料及び手数料収入 71,356,196

    その他の収入 58,201,332

    移転費用支出 1,641,087,454

      補助金等支出 596,355,772

      社会保障給付支出 394,379,566

      他会計への繰出支出 642,002,514

      その他の支出 8,349,602

    業務費用支出 1,976,939,368

      人件費支出 858,929,316

      物件費等支出 1,085,091,541

      支払利息支出 28,612,693

      その他の支出 4,305,818

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 3,618,026,822


