
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 157,175,992,545   固定負債 25,271,797,712

    有形固定資産 150,587,972,801     地方債 23,457,850,712

      事業用資産 47,165,146,479     長期未払金 -

        土地 26,232,454,044     退職手当引当金 1,813,947,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 37,898,219,235     その他 -

        建物減価償却累計額 -20,278,279,600   流動負債 882,314,364

        工作物 75,254,121     １年内償還予定地方債 273,115,684

        工作物減価償却累計額 -1,856,681     未払金 94,658

        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 209,440,466

        航空機 -     預り金 399,663,556

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 26,154,112,076

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,239,355,360   固定資産等形成分 165,137,367,582

      インフラ資産 103,057,343,714   余剰分（不足分） -24,407,956,160

        土地 385,381,363

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 202,941,646,538

        工作物減価償却累計額 -100,437,204,187

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 167,520,000

      物品 1,338,599,207

      物品減価償却累計額 -973,116,599

    無形固定資産 148,179,673

      ソフトウェア 148,179,673

      その他 -

    投資その他の資産 6,439,840,071

      投資及び出資金 198,794,766

        有価証券 -

        出資金 198,794,766

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 304,947,503

      長期貸付金 421,491

      基金 5,936,698,783

        減債基金 -

        その他 5,936,698,783

      その他 6,734,953

      徴収不能引当金 -7,757,425

  流動資産 9,707,530,953

    現金預金 1,660,206,221

    未収金 89,105,797

    短期貸付金 471,099

    基金 7,960,903,938

      財政調整基金 5,012,235,639

      減債基金 2,948,668,299

    棚卸資産 -

    その他 2,002,809

    徴収不能引当金 -5,158,911 純資産合計 140,729,411,422

資産合計 166,883,523,498 負債及び純資産合計 166,883,523,498

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 （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 20,244,428,476

    業務費用 12,680,399,763

      人件費 2,829,444,095

        職員給与費 2,420,049,240

        賞与等引当金繰入額 209,440,466

        退職手当引当金繰入額 7,706,000

        その他 192,248,389

      物件費等 9,410,952,055

        物件費 4,167,297,361

        維持補修費 499,392,589

        減価償却費 4,736,107,455

        その他 8,154,650

      その他の業務費用 440,003,613

        支払利息 132,965,547

        徴収不能引当金繰入額 14,390,432

        その他 292,647,634

    移転費用 7,564,028,713

      補助金等 1,968,990,188

      社会保障給付 2,963,194,785

      他会計への繰出金 2,626,865,378

      その他 4,978,362

  経常収益 343,250,529

    使用料及び手数料 138,773,759

    その他 204,476,770

純経常行政コスト 19,901,177,947

  臨時損失 62,655,775

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 62,655,775

    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 19,953,510,887

    その他 -

  臨時利益 10,322,835

    資産売却益 10,322,835



【様式第3号】

会計：一般会計 （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 144,480,519,666 167,447,338,210 -22,966,818,544

  純行政コスト（△） -19,953,510,887 -19,953,510,887

  財源 16,226,365,908 16,226,365,908

    税収等 13,257,753,210 13,257,753,210

    国県等補助金 2,968,612,698 2,968,612,698

  本年度差額 -3,727,144,979 -3,727,144,979

  固定資産等の変動（内部変動） -2,286,007,363 2,286,007,363

    有形固定資産等の増加 4,382,311,872 -4,382,311,872

    有形固定資産等の減少 -4,853,376,504 4,853,376,504

    貸付金・基金等の増加 302,340,110 -302,340,110

    貸付金・基金等の減少 -2,117,282,841 2,117,282,841

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -23,963,265 -23,963,265

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -3,751,108,244 -2,309,970,628 -1,441,137,616

本年度末純資産残高 140,729,411,422 165,137,367,582 -24,407,956,160

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 （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 15,484,878,733

    業務費用支出 7,920,850,020

      人件費支出 2,821,221,677

      物件費等支出 4,685,599,878

      支払利息支出 132,965,547

      その他の支出 281,062,918

    移転費用支出 7,564,028,713

      補助金等支出 1,968,990,188

      社会保障給付支出 2,963,194,785

      他会計への繰出支出 2,626,865,378

      その他の支出 4,978,362

  業務収入 16,144,744,657

    税収等収入 13,236,982,546

    国県等補助金収入 2,565,024,698

    使用料及び手数料収入 136,970,472

    その他の収入 205,766,941

  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 659,865,924

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,749,311,643

    公共施設等整備費支出 4,382,311,872

    基金積立金支出 322,743,771

    投資及び出資金支出 41,256,000

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,659,624,986

    国県等補助金収入 403,588,000

    基金取崩収入 2,183,682,039

    貸付金元金回収収入 5,225,222

    資産売却収入 66,857,289

    その他の収入 272,436

投資活動収支 -2,089,686,657

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,986,976,263

    地方債償還支出 1,986,976,263

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,019,874,000

    地方債発行収入 4,019,874,000

前年度末歳計外現金残高 391,468,834

本年度歳計外現金増減額 8,194,722

本年度末歳計外現金残高 399,663,556

本年度末現金預金残高 1,660,206,221

    その他の収入 -

財務活動収支 2,032,897,737

本年度資金収支額 603,077,004

前年度末資金残高 657,465,661

本年度末資金残高 1,260,542,665
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