
【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 11,956,765,740   固定負債 4,954,193,343

    有形固定資産 9,944,236,986     地方債 4,789,598,373

      事業用資産 6,520,917,092     長期未払金 -

        土地 1,005,793,736     退職手当引当金 164,594,970

        立木竹 7,487,500     損失補償等引当金 -

        建物 17,731,671,958     その他 -

        建物減価償却累計額 -12,335,898,246   流動負債 725,267,692

        工作物 109,408,384     １年内償還予定地方債 624,272,820

        工作物減価償却累計額 -4,695,840     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 62,088,344

        航空機 -     預り金 38,906,528

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,679,461,035

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,149,600   固定資産等形成分 12,901,805,740

      インフラ資産 3,326,420,728   余剰分（不足分） -5,318,602,725

        土地 912,324,446

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 11,494,506,115

        工作物減価償却累計額 -9,080,409,833

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 492,989,747

      物品減価償却累計額 -396,090,581

    無形固定資産 23,995,719

      ソフトウェア 23,995,719

      その他 -

    投資その他の資産 1,988,533,035

      投資及び出資金 124,178,497

        有価証券 96,077,497

        出資金 28,101,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 61,036,241

      長期貸付金 -

      基金 1,807,407,725

        減債基金 -

        その他 1,807,407,725

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,089,428

  流動資産 1,305,898,310

    現金預金 352,670,473

    未収金 8,775,816

    短期貸付金 -

    基金 945,040,000

      財政調整基金 900,000,000

      減債基金 45,040,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -587,979 純資産合計 7,583,203,015

資産合計 13,262,664,050 負債及び純資産合計 13,262,664,050

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）

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 5,270,488,445

    業務費用 2,972,426,450

      人件費 1,104,170,813

        職員給与費 849,735,684

        賞与等引当金繰入額 62,088,344

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 192,346,785

      物件費等 1,778,046,548

        物件費 965,992,668

        維持補修費 290,676,375

        減価償却費 521,377,505

        その他 -

      その他の業務費用 90,209,089

        支払利息 33,327,811

        徴収不能引当金繰入額 107,247

        その他 56,774,031

    移転費用 2,298,061,995

      補助金等 1,139,606,035

      社会保障給付 471,463,654

      他会計への繰出金 678,504,924

      その他 8,487,382

  経常収益 264,690,608

    使用料及び手数料 97,784,095

    その他 166,906,513

純経常行政コスト 5,005,797,837

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    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 5,004,555,494

    その他 -

  臨時利益 1,242,343

    資産売却益 1,242,343



【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 7,659,190,269 12,614,197,323 -4,955,007,054

  純行政コスト（△） -5,004,555,494 -5,004,555,494

  財源 4,927,849,970 4,927,849,970

    税収等 3,841,001,263 3,841,001,263

    国県等補助金 1,086,848,707 1,086,848,707

  本年度差額 -76,705,524 -76,705,524

  固定資産等の変動（内部変動） 287,328,765 -287,328,765

    有形固定資産等の増加 626,272,873 -626,272,873

    有形固定資産等の減少 -521,893,108 521,893,108

    貸付金・基金等の増加 220,149,000 -220,149,000

    貸付金・基金等の減少 -37,200,000 37,200,000

  資産評価差額 -18,000 -18,000

  無償所管換等 - -

  その他 736,270 297,652 438,618

  本年度純資産変動額 -75,987,254 287,608,417 -363,595,671

本年度末純資産残高 7,583,203,015 12,901,805,740 -5,318,602,725

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）

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 4,731,450,658

    業務費用支出 2,433,388,663

      人件費支出 1,086,617,778

      物件費等支出 1,256,669,043

      支払利息支出 33,327,811

      その他の支出 56,774,031

    移転費用支出 2,298,061,995

      補助金等支出 1,139,606,035

      社会保障給付支出 471,463,654

      他会計への繰出支出 678,504,924

      その他の支出 8,487,382

  業務収入 5,033,079,800

    税収等収入 3,840,460,485

    国県等補助金収入 927,928,707

    使用料及び手数料収入 97,784,095

    その他の収入 166,906,513

  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 301,629,142

【投資活動収支】

  投資活動支出 846,421,873

    公共施設等整備費支出 626,272,873

    基金積立金支出 199,149,000

    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 197,877,946

    国県等補助金収入 158,920,000

    基金取崩収入 16,200,000

    貸付金元金回収収入 21,000,000

    資産売却収入 1,757,946

    その他の収入 -

投資活動収支 -648,543,927

【財務活動収支】

  財務活動支出 662,922,884

    地方債償還支出 662,922,884

    その他の支出 -

  財務活動収入 908,400,000

    地方債発行収入 908,400,000

前年度末歳計外現金残高 36,688,752

本年度歳計外現金増減額 2,217,776

本年度末歳計外現金残高 38,906,528

本年度末現金預金残高 352,670,473

    その他の収入 -

財務活動収支 245,477,116

本年度資金収支額 -101,437,669

前年度末資金残高 415,201,614

本年度末資金残高 313,763,945


