
【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 26,317,243,845   固定負債 6,077,552,728

    有形固定資産 22,381,516,194     地方債 5,123,108,728

      事業用資産 6,475,080,678     長期未払金 -

        土地 502,117,179     退職手当引当金 954,444,000

        立木竹 1,299,752,560     損失補償等引当金 -

        建物 9,690,978,235     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,709,817,608   流動負債 793,848,811

        工作物 1,712,415,758     １年内償還予定地方債 726,909,298

        工作物減価償却累計額 -1,047,463,846     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 46,860,168

        航空機 -     預り金 20,079,345

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,871,401,539

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 27,098,400   固定資産等形成分 28,099,259,090

      インフラ資産 15,722,385,799   余剰分（不足分） -6,552,526,985

        土地 123,680,577

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 26,528,354,890

        工作物減価償却累計額 -11,023,236,668

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 93,587,000

      物品 702,934,167

      物品減価償却累計額 -518,884,450

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,935,727,651

      投資及び出資金 956,372,443

        有価証券 13,323,500

        出資金 943,048,943

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 8,733,168

      長期貸付金 801,801,241

      基金 2,155,080,441

        減債基金 618,068,181

        その他 1,537,012,260

      その他 13,817,551

      徴収不能引当金 -77,193

  流動資産 2,100,889,799

    現金預金 314,683,407

    未収金 517,400

    短期貸付金 52,168,501

    基金 1,729,846,744

      財政調整基金 1,729,846,744

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 3,718,800

    徴収不能引当金 -45,053 純資産合計 21,546,732,105

資産合計 28,418,133,644 負債及び純資産合計 28,418,133,644

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 3,959,237,460

    業務費用 2,770,151,901

      人件費 806,413,060

        職員給与費 608,332,452

        賞与等引当金繰入額 46,860,168

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 151,220,440

      物件費等 1,894,026,961

        物件費 924,809,269

        維持補修費 122,685,108

        減価償却費 846,532,584

        その他 -

      その他の業務費用 69,711,880

        支払利息 49,652,567

        徴収不能引当金繰入額 122,246

        その他 19,937,067

    移転費用 1,189,085,559

      補助金等 761,064,775

      社会保障給付 185,387,117

      他会計への繰出金 240,398,767

      その他 2,234,900

  経常収益 180,865,164

    使用料及び手数料 64,907,540

    その他 115,957,624

純経常行政コスト 3,778,372,296

  臨時損失 388,864,270

    災害復旧事業費 219,224,660

    資産除売却損 169,639,610

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 15,633,400

純行政コスト 4,149,680,334

    その他 -

  臨時利益 17,556,232

    資産売却益 1,922,832



【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 21,115,228,571 28,029,742,991 -6,914,514,420

  純行政コスト（△） -4,149,680,334 -4,149,680,334

  財源 4,530,591,216 4,530,591,216

    税収等 3,347,767,734 3,347,767,734

    国県等補助金 1,182,823,482 1,182,823,482

  本年度差額 380,910,882 380,910,882

  固定資産等の変動（内部変動） 18,923,447 -18,923,447

    有形固定資産等の増加 893,814,931 -893,814,931

    有形固定資産等の減少 -1,016,569,464 1,016,569,464

    貸付金・基金等の増加 310,998,715 -310,998,715

    貸付金・基金等の減少 -169,320,735 169,320,735

  資産評価差額 -437,500 -437,500

  無償所管換等 57,327,152 57,327,152

  その他 -6,297,000 -6,297,000 -

  本年度純資産変動額 431,503,534 69,516,099 361,987,435

本年度末純資産残高 21,546,732,105 28,099,259,090 -6,552,526,985

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 3,182,280,332

    業務費用支出 1,993,194,773

      人件費支出 876,283,113

      物件費等支出 1,047,494,377

      支払利息支出 49,652,567

      その他の支出 19,764,716

    移転費用支出 1,189,085,559

      補助金等支出 761,064,775

      社会保障給付支出 185,387,117

      他会計への繰出支出 240,398,767

      その他の支出 2,234,900

  業務収入 4,190,248,353

    税収等収入 3,347,780,648

    国県等補助金収入 661,007,476

    使用料及び手数料収入 65,073,140

    その他の収入 116,387,089

  臨時支出 219,224,660

    災害復旧事業費支出 219,224,660

    その他の支出 -

  臨時収入 152,476,000

業務活動収支 941,219,361

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,196,802,868

    公共施設等整備費支出 893,814,931

    基金積立金支出 207,576,102

    投資及び出資金支出 15,297,000

    貸付金支出 80,114,835

    その他の支出 -

  投資活動収入 533,888,626

    国県等補助金収入 369,340,006

    基金取崩収入 57,300,000

    貸付金元金回収収入 99,376,503

    資産売却収入 7,872,117

    その他の収入 -

投資活動収支 -662,914,242

【財務活動収支】

  財務活動支出 703,167,339

    地方債償還支出 703,167,339

    その他の支出 -

  財務活動収入 460,384,000

    地方債発行収入 460,384,000

前年度末歳計外現金残高 27,240,578

本年度歳計外現金増減額 -7,161,233

本年度末歳計外現金残高 20,079,345

本年度末現金預金残高 314,683,407

    その他の収入 -

財務活動収支 -242,783,339

本年度資金収支額 35,521,780

前年度末資金残高 259,082,282

本年度末資金残高 294,604,062


