
【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 17,516,443,818   固定負債 1,933,309,181

    有形固定資産 15,711,453,197     地方債 1,628,386,181

      事業用資産 8,374,866,695     長期未払金 -

        土地 1,101,651,002     退職手当引当金 304,923,000

        立木竹 208,257,499     損失補償等引当金 -

        建物 12,311,908,133     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,703,944,982   流動負債 267,235,808

        工作物 403,845,995     １年内償還予定地方債 222,949,999

        工作物減価償却累計額 -78,302,448     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 35,054,993

        航空機 -     預り金 9,230,816

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 6,364,050 負債合計 2,200,544,989

        その他減価償却累計額 -750,954 【純資産の部】

        建設仮勘定 125,838,400   固定資産等形成分 17,821,390,821

      インフラ資産 7,194,875,832   余剰分（不足分） -1,646,363,070

        土地 1,709,045,714

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 14,104,056,090

        工作物減価償却累計額 -8,752,947,257

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 134,721,285

      物品 706,691,367

      物品減価償却累計額 -564,980,697

    無形固定資産 25,430,340

      ソフトウェア 25,430,340

      その他 -

    投資その他の資産 1,779,560,281

      投資及び出資金 54,480,552

        有価証券 4,000,000

        出資金 50,480,552

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 5,403,891

      長期貸付金 -

      基金 1,720,202,824

        減債基金 -

        その他 1,720,202,824

      その他 -

      徴収不能引当金 -526,986

  流動資産 859,128,922

    現金預金 415,376,935

    未収金 4,885,189

    短期貸付金 -

    基金 304,947,003

      財政調整基金 304,128,215

      減債基金 818,788

    棚卸資産 134,354,371

    その他 -

    徴収不能引当金 -434,576 純資産合計 16,175,027,751

資産合計 18,375,572,740 負債及び純資産合計 18,375,572,740

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 2,711,766,559

    業務費用 1,872,720,180

      人件費 492,553,644

        職員給与費 403,831,589

        賞与等引当金繰入額 35,054,993

        退職手当引当金繰入額 10,239,000

        その他 43,428,062

      物件費等 1,352,522,780

        物件費 615,080,527

        維持補修費 68,322,169

        減価償却費 669,120,084

        その他 -

      その他の業務費用 27,643,756

        支払利息 17,313,717

        徴収不能引当金繰入額 961,562

        その他 9,368,477

    移転費用 839,046,379

      補助金等 360,690,210

      社会保障給付 232,389,811

      他会計への繰出金 243,927,800

      その他 2,038,558

  経常収益 95,187,511

    使用料及び手数料 57,476,547

    その他 37,710,964

純経常行政コスト 2,616,579,048

  臨時損失 5,352,299

    災害復旧事業費 475,200

    資産除売却損 4,877,099

    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 2,617,071,284

    その他 -

  臨時利益 4,860,063

    資産売却益 4,860,063



【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 16,250,208,735 18,117,303,501 -1,867,094,766

  純行政コスト（△） -2,617,071,284 -2,617,071,284

  財源 2,541,853,122 2,541,853,122

    税収等 2,136,387,166 2,136,387,166

    国県等補助金 405,465,956 405,465,956

  本年度差額 -75,218,162 -75,218,162

  固定資産等の変動（内部変動） -295,950,584 295,950,584

    有形固定資産等の増加 367,705,447 -367,705,447

    有形固定資産等の減少 -674,094,111 674,094,111

    貸付金・基金等の増加 20,705,591 -20,705,591

    貸付金・基金等の減少 -10,267,511 10,267,511

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 37,904 37,904

  その他 -726 - -726

  本年度純資産変動額 -75,180,984 -295,912,680 220,731,696

本年度末純資産残高 16,175,027,751 17,821,390,821 -1,646,363,070

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 2,137,476,682

    業務費用支出 1,298,430,303

      人件費支出 537,774,208

      物件費等支出 734,041,176

      支払利息支出 17,313,717

      その他の支出 9,301,202

    移転費用支出 839,046,379

      補助金等支出 360,690,210

      社会保障給付支出 232,389,811

      他会計への繰出支出 243,927,800

      その他の支出 2,038,558

  業務収入 2,579,354,672

    税収等収入 2,134,214,508

    国県等補助金収入 350,149,796

    使用料及び手数料収入 57,299,577

    その他の収入 37,690,791

  臨時支出 475,200

    災害復旧事業費支出 475,200

    その他の支出 -

  臨時収入 447,000

業務活動収支 441,849,790

【投資活動収支】

  投資活動支出 377,885,037

    公共施設等整備費支出 367,705,447

    基金積立金支出 9,725,590

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 454,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 60,305,151

    国県等補助金収入 54,869,160

    基金取崩収入 25,000

    貸付金元金回収収入 454,000

    資産売却収入 4,956,991

    その他の収入 -

投資活動収支 -317,579,886

【財務活動収支】

  財務活動支出 221,595,767

    地方債償還支出 221,595,767

    その他の支出 -

  財務活動収入 71,300,000

    地方債発行収入 71,300,000

前年度末歳計外現金残高 12,830,066

本年度歳計外現金増減額 -3,599,250

本年度末歳計外現金残高 9,230,816

本年度末現金預金残高 415,376,935

    その他の収入 -

財務活動収支 -150,295,767

本年度資金収支額 -26,025,863

前年度末資金残高 432,171,982

本年度末資金残高 406,146,119


