
【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 7,785,140,529   固定負債 3,514,396,461

    有形固定資産 6,773,000,627     地方債 2,838,378,241

      事業用資産 4,922,941,034     長期未払金 -

        土地 2,261,113,691     退職手当引当金 674,089,880

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,022,066,380     その他 1,928,340

        建物減価償却累計額 -6,606,453,266   流動負債 364,267,794

        工作物 191,070,476     １年内償還予定地方債 290,261,551

        工作物減価償却累計額 -74,271,038     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 68,018,578

        航空機 -     預り金 2,400,985

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,586,680

        その他 - 負債合計 3,878,664,255

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 129,414,791   固定資産等形成分 8,932,627,365

      インフラ資産 1,787,393,232   余剰分（不足分） -3,663,527,342

        土地 164,899,301

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 4,291,348,543

        工作物減価償却累計額 -2,694,073,972

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,219,360

      物品 361,519,523

      物品減価償却累計額 -298,853,162

    無形固定資産 31,906,474

      ソフトウェア 28,428,874

      その他 3,477,600

    投資その他の資産 980,233,428

      投資及び出資金 11,240,183

        有価証券 234,000

        出資金 11,006,183

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,301,016

      長期貸付金 -

      基金 959,781,135

        減債基金 454,758,039

        その他 505,023,096

      その他 -

      徴収不能引当金 -88,906

  流動資産 1,362,623,749

    現金預金 203,592,519

    未収金 1,183,250

    短期貸付金 -

    基金 1,147,486,836

      財政調整基金 1,147,486,836

      減債基金 -

    棚卸資産 10,447,000

    その他 -

    徴収不能引当金 -85,856 純資産合計 5,269,100,023

資産合計 9,147,764,278 負債及び純資産合計 9,147,764,278

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 2,896,506,931

    業務費用 1,746,977,543

      人件費 953,215,811

        職員給与費 782,650,015

        賞与等引当金繰入額 68,018,578

        退職手当引当金繰入額 26,321,365

        その他 76,225,853

      物件費等 757,034,681

        物件費 492,552,807

        維持補修費 32,106,810

        減価償却費 232,375,064

        その他 -

      その他の業務費用 36,727,051

        支払利息 29,594,073

        徴収不能引当金繰入額 174,762

        その他 6,958,216

    移転費用 1,149,529,388

      補助金等 454,658,617

      社会保障給付 320,605,075

      他会計への繰出金 351,350,961

      その他 22,914,735

  経常収益 101,109,490

    使用料及び手数料 41,214,753

    その他 59,894,737

純経常行政コスト 2,795,397,441

  臨時損失 327

    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 325

  臨時利益 6,723,842

    資産売却益 6,723,842

    その他 -

純行政コスト 2,788,673,926



【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 5,162,240,863 8,819,784,672 -3,657,543,809

  純行政コスト（△） -2,788,673,926 -2,788,673,926

  財源 2,949,066,281 2,949,066,281

    税収等 2,508,547,954 2,508,547,954

    国県等補助金 440,518,327 440,518,327

  本年度差額 160,392,355 160,392,355

  固定資産等の変動（内部変動） 112,842,693 -112,842,693

    有形固定資産等の増加 265,345,779 -265,345,779

    有形固定資産等の減少 -236,561,734 236,561,734

    貸付金・基金等の増加 149,864,163 -149,864,163

    貸付金・基金等の減少 -65,805,515 65,805,515

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -53,533,195 - -53,533,195

  本年度純資産変動額 106,859,160 112,842,693 -5,983,533

本年度末純資産残高 5,269,100,023 8,932,627,365 -3,663,527,342

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 2,721,706,758

    業務費用支出 1,485,396,690

      人件費支出 924,246,407

      物件費等支出 534,621,238

      支払利息支出 26,529,045

      その他の支出 -

    移転費用支出 1,236,310,068

      補助金等支出 541,439,297

      社会保障給付支出 320,605,075

      他会計への繰出支出 351,350,961

      その他の支出 22,914,735

  業務収入 2,972,200,677

    税収等収入 2,508,817,460

    国県等補助金収入 362,364,327

    使用料及び手数料収入 41,136,153

    その他の収入 59,882,737

  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 250,493,919

【投資活動収支】

  投資活動支出 367,406,654

    公共施設等整備費支出 265,345,779

    基金積立金支出 102,060,875

    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 104,255,840

    国県等補助金収入 78,154,000

    基金取崩収入 15,101,330

    貸付金元金回収収入 90,000

    資産売却収入 10,910,510

    その他の収入 -

投資活動収支 -263,150,814

【財務活動収支】

  財務活動支出 293,549,825

    地方債償還支出 293,549,825

    その他の支出 -

  財務活動収入 300,408,000

    地方債発行収入 300,408,000

    その他の収入 -

財務活動収支 6,858,175

本年度資金収支額 -5,798,720

前年度末資金残高 206,990,254

本年度末資金残高 201,191,534

前年度末歳計外現金残高 1,324,861

本年度歳計外現金増減額 1,076,124

本年度末歳計外現金残高 2,400,985

本年度末現金預金残高 203,592,519


