
一般会計等 【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 11,593,853,812   固定負債 4,667,844,697

    有形固定資産 9,975,315,633     地方債 3,129,542,615

      事業用資産 4,882,100,942     長期未払金 -

        土地 1,389,395,084     退職手当引当金 1,538,302,082

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,005,985,012     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,664,972,282   流動負債 384,617,710

        工作物 422,869,256     １年内償還予定地方債 315,336,418

        工作物減価償却累計額 -271,451,528     未払金 28,100

        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 63,473,550

        航空機 -     預り金 5,779,642

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 275,400 負債合計 5,052,462,407

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 12,642,598,812

      インフラ資産 5,068,612,682   余剰分（不足分） -4,656,788,226

        土地 1,245,649,600

        建物 859,385,027

        建物減価償却累計額 -754,331,622

        工作物 10,715,849,289

        工作物減価償却累計額 -7,006,227,615

        その他 8,799,840

        その他減価償却累計額 -511,837

        建設仮勘定 -

      物品 83,050,341

      物品減価償却累計額 -58,448,332

    無形固定資産 2,566,080

      ソフトウェア 2,566,080

      その他 -

    投資その他の資産 1,615,972,099

      投資及び出資金 798,979,000

        有価証券 -

        出資金 798,979,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 107,257,398

      長期貸付金 -

      基金 718,817,000

        減債基金 148,000

        その他 718,669,000

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,081,299

  流動資産 1,444,419,181

    現金預金 361,718,822

    未収金 34,079,849

    短期貸付金 -

    基金 1,048,745,000

      財政調整基金 1,048,745,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -124,490 純資産合計 7,985,810,586

資産合計 13,038,272,993 負債及び純資産合計 13,038,272,993

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



一般会計等 【様式第2号】

（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 4,167,516,706

    業務費用 2,219,233,696

      人件費 937,448,468

        職員給与費 585,656,789

        賞与等引当金繰入額 63,473,550

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 288,318,129

      物件費等 1,220,136,462

        物件費 680,420,408

        維持補修費 69,355,484

        減価償却費 470,360,570

        その他 -

      その他の業務費用 61,648,766

        支払利息 33,091,090

        徴収不能引当金繰入額 9,205,789

        その他 19,351,887

    移転費用 1,948,283,010

      補助金等 1,056,273,425

      社会保障給付 487,588,943

      他会計への繰出金 393,612,007

      その他 10,808,635

  経常収益 181,785,730

    使用料及び手数料 94,501,361

    その他 87,284,369

純経常行政コスト 3,985,730,976

  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 3,985,218,976

    その他 -

  臨時利益 512,000

    資産売却益 512,000



一般会計等 【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 8,116,185,565 12,947,765,016 -4,831,579,451

  純行政コスト（△） -3,985,218,976 -3,985,218,976

  財源 3,854,843,996 3,854,843,996

    税収等 3,092,613,712 3,092,613,712

    国県等補助金 762,230,284 762,230,284

  本年度差額 -130,374,980 -130,374,980

  固定資産等の変動（内部変動） -305,166,205 305,166,205

    有形固定資産等の増加 300,011,770 -300,011,770

    有形固定資産等の減少 -470,360,570 470,360,570

    貸付金・基金等の増加 178,928,000 -178,928,000

    貸付金・基金等の減少 -313,745,405 313,745,405

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1 1

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -130,374,979 -305,166,204 174,791,225

本年度末純資産残高 7,985,810,586 12,642,598,812 -4,656,788,226

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



一般会計等 【様式第4号】

（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 3,727,413,491

    業務費用支出 1,735,756,320

      人件費支出 933,448,551

      物件費等支出 749,775,892

      支払利息支出 33,091,090

      その他の支出 19,440,787

    移転費用支出 1,991,657,171

      補助金等支出 1,099,647,586

      社会保障給付支出 487,588,943

      他会計への繰出支出 393,612,007

      その他の支出 10,808,635

  業務収入 4,028,668,087

    税収等収入 3,104,503,424

    国県等補助金収入 750,051,084

    使用料及び手数料収入 93,500,941

    その他の収入 80,612,638

  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 301,254,596

【投資活動収支】

  投資活動支出 478,939,770

    公共施設等整備費支出 300,011,770

    基金積立金支出 177,408,000

    投資及び出資金支出 1,520,000

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 374,926,200

    国県等補助金収入 76,473,200

    基金取崩収入 297,941,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 512,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -104,013,570

【財務活動収支】

  財務活動支出 331,690,846

    地方債償還支出 331,690,846

    その他の支出 -

  財務活動収入 223,500,000

    地方債発行収入 223,500,000

前年度末歳計外現金残高 6,834,334

本年度歳計外現金増減額 -1,054,692

本年度末歳計外現金残高 5,779,642

本年度末現金預金残高 361,718,822

    その他の収入 -

財務活動収支 -108,190,846

本年度資金収支額 89,050,180

前年度末資金残高 266,889,000

本年度末資金残高 355,939,180


