
【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 9,436,071,029   固定負債 2,890,771,893

    有形固定資産 8,407,845,294     地方債 2,589,154,738

      事業用資産 5,912,555,474     長期未払金 -

        土地 1,011,839,735     退職手当引当金 301,617,155

        立木竹 2,865,307,021     損失補償等引当金 -

        建物 3,326,010,429     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,120,946,157   流動負債 237,309,432

        工作物 950,684,867     １年内償還予定地方債 207,786,135

        工作物減価償却累計額 -140,204,861     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 21,362,978

        航空機 -     預り金 8,160,319

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,128,081,325

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 19,864,440   固定資産等形成分 10,914,556,136

      インフラ資産 2,399,858,159   余剰分（不足分） -3,045,049,554

        土地 46,424,156

        建物 22,949,523

        建物減価償却累計額 -13,477,678

        工作物 4,176,047,086

        工作物減価償却累計額 -1,832,084,928

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 368,042,863

      物品減価償却累計額 -272,611,202

    無形固定資産 2,064,528

      ソフトウェア 2,064,528

      その他 -

    投資その他の資産 1,026,161,207

      投資及び出資金 149,292,367

        有価証券 2,708,886

        出資金 146,583,481

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 9,132,458

      長期貸付金 45,000,000

      基金 822,955,997

        減債基金 -

        その他 822,955,997

      その他 -

      徴収不能引当金 -219,615

  流動資産 1,561,516,878

    現金預金 80,344,779

    未収金 2,806,534

    短期貸付金 14,067,000

    基金 1,464,418,107

      財政調整基金 1,202,948,662

      減債基金 261,469,445

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -119,542 純資産合計 7,869,506,582

資産合計 10,997,587,907 負債及び純資産合計 10,997,587,907

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）

    その他 -

純行政コスト 1,795,949,909

    その他 -

  臨時利益 5,939,794

    資産売却益 5,939,794

    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 -

純経常行政コスト 1,692,007,580

  臨時損失 109,882,123

    災害復旧事業費 109,882,123

  経常収益 108,005,247

    使用料及び手数料 51,910,461

    その他 56,094,786

      社会保障給付 84,131,948

      他会計への繰出金 141,791,320

      その他 437,477

        その他 12,143,405

    移転費用 559,123,675

      補助金等 332,762,930

      その他の業務費用 25,954,353

        支払利息 13,590,096

        徴収不能引当金繰入額 220,852

        維持補修費 171,724,440

        減価償却費 258,233,831

        その他 -

        その他 41,140,119

      物件費等 787,176,817

        物件費 357,218,546

        職員給与費 365,254,885

        賞与等引当金繰入額 21,362,978

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 1,800,012,827

    業務費用 1,240,889,152

      人件費 427,757,982

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



【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 7,812,245,666 10,786,491,113 -2,974,245,447

  純行政コスト（△） -1,795,949,909 -1,795,949,909

  財源 1,850,343,986 1,850,343,986

    税収等 1,335,098,083 1,335,098,083

    国県等補助金 515,245,903 515,245,903

  本年度差額 54,394,077 54,394,077

  固定資産等の変動（内部変動） 125,198,184 -125,198,184

    有形固定資産等の増加 296,018,414 -296,018,414

    有形固定資産等の減少 -258,233,831 258,233,831

    貸付金・基金等の増加 146,956,232 -146,956,232

    貸付金・基金等の減少 -59,542,631 59,542,631

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2 -2

  その他 2,866,841 2,866,841 -

  本年度純資産変動額 57,260,916 128,065,023 -70,804,107

本年度末純資産残高 7,869,506,582 10,914,556,136 -3,045,049,554

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）

前年度末歳計外現金残高 6,623,723

本年度歳計外現金増減額 1,536,596

本年度末歳計外現金残高 8,160,319

本年度末現金預金残高 80,344,779

    その他の収入 -

財務活動収支 70,530,268

本年度資金収支額 -19,752,142

前年度末資金残高 91,936,602

本年度末資金残高 72,184,460

  財務活動支出 198,328,732

    地方債償還支出 198,328,732

    その他の支出 -

  財務活動収入 268,859,000

    地方債発行収入 268,859,000

    貸付金元金回収収入 24,990,237

    資産売却収入 5,939,794

    その他の収入 -

投資活動収支 -284,802,043

【財務活動収支】

    貸付金支出 41,030,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 142,125,972

    国県等補助金収入 92,421,000

    基金取崩収入 18,774,941

【投資活動収支】

  投資活動支出 426,928,015

    公共施設等整備費支出 296,018,414

    基金積立金支出 89,879,601

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 109,882,123

    災害復旧事業費支出 109,882,123

    その他の支出 -

  臨時収入 92,163,000

業務活動収支 194,519,633

  業務収入 1,755,787,370

    税収等収入 1,336,243,811

    国県等補助金収入 330,661,903

    使用料及び手数料収入 50,938,903

    その他の収入 37,942,753

    移転費用支出 559,123,675

      補助金等支出 332,762,930

      社会保障給付支出 84,131,948

      他会計への繰出支出 141,791,320

      その他の支出 437,477

    業務費用支出 984,424,939

      人件費支出 430,070,097

      物件費等支出 528,942,986

      支払利息支出 13,590,096

      その他の支出 11,821,760

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 1,543,548,614


