
【様式第1号】

【様式第1号】【様式第1号】

【様式第1号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額 科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産

15,297,395,126

  固定負債

3,916,772,882

    有形固定資産

13,856,809,139

    地方債

3,319,258,991

      事業用資産

3,242,155,021

    長期未払金

-

        土地

696,646,874

    退職手当引当金

597,513,891

        立木竹

-

    損失補償等引当金

-

        建物

6,441,547,677

    その他

-

        建物減価償却累計額

-4,135,162,574

  流動負債

575,674,034

        工作物

335,176,244

    １年内償還予定地方債

483,619,700

        工作物減価償却累計額

-211,024,600

    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

43,646,995

        航空機

-

    預り金

16,036,635

        航空機減価償却累計額

-

    その他

32,370,704

        その他

-

負債合計

4,492,446,916

        その他減価償却累計額

-

【純資産の部】

        建設仮勘定

114,971,400

  固定資産等形成分

16,194,297,837

      インフラ資産

10,583,100,092

  余剰分（不足分）

-4,271,064,065

        土地

436,889,213

        建物

613,654,698

        建物減価償却累計額

-422,933,042

        工作物

22,960,842,669

        工作物減価償却累計額

-13,008,245,525

        その他

-

        その他減価償却累計額

-

        建設仮勘定

2,892,079

      物品

273,801,434

      物品減価償却累計額

-242,247,408

    無形固定資産

-

      ソフトウェア

-

      その他

-

    投資その他の資産

1,440,585,987

      投資及び出資金

329,611,150

        有価証券

-

        出資金

36,980,396

        その他

292,630,754

      投資損失引当金

-

      長期延滞債権

78,461,928

      長期貸付金

10,304,804

      基金

1,024,079,680

        減債基金

-

        その他

1,024,079,680

      その他

-

      徴収不能引当金

-1,871,575

  流動資産

1,118,285,562

    現金預金

211,265,161

    未収金

10,683,896

    短期貸付金

2,720,375

    基金

894,182,336

      財政調整基金

748,196,782

      減債基金

145,985,554

    棚卸資産

-

    その他

-

    徴収不能引当金

-566,206

純資産合計

11,923,233,772

資産合計

16,415,680,688

負債及び純資産合計

16,415,680,688

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

【様式第2号】【様式第2号】

【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他

220,893

純行政コスト

3,307,615,713

    その他

-

  臨時利益

836,391

    資産売却益

615,498

    資産除売却損

7

    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

3,281,993,888

  臨時損失

26,458,216

    災害復旧事業費

26,458,209

  経常収益

118,707,174

    使用料及び手数料

44,355,770

    その他

74,351,404

      社会保障給付

175,663,395

      他会計への繰出金

511,858,335

      その他

1,286,488

        その他

13,562,796

    移転費用

1,455,165,331

      補助金等

766,357,113

      その他の業務費用

50,808,887

        支払利息

35,314,643

        徴収不能引当金繰入額

1,931,448

        維持補修費

59,625,168

        減価償却費

613,973,513

        その他

-

        その他

33,466,805

      物件費等

1,088,277,443

        物件費

414,678,762

        職員給与費

668,654,126

        賞与等引当金繰入額

43,646,995

        退職手当引当金繰入額

60,681,475

  経常費用

3,400,701,062

    業務費用

1,945,535,731

      人件費

806,449,401

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書
自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日

科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額



【様式第3号】

【様式第3号】【様式第3号】

【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名

科目名科目名

科目名 合計

合計合計

合計 固定資産等形成分

固定資産等形成分固定資産等形成分

固定資産等形成分 余剰分(不足分)

余剰分(不足分)余剰分(不足分)

余剰分(不足分)

前年度末純資産残高

11,995,792,575 16,470,577,185 -4,474,784,610

  純行政コスト（△）

-3,307,615,713 -3,307,615,713

  財源

3,224,713,010 3,224,713,010

    税収等

2,778,256,992 2,778,256,992

    国県等補助金

446,456,018 446,456,018

  本年度差額

-82,902,703 -82,902,703

  固定資産等の変動（内部変動）

-286,623,248 286,623,248

    有形固定資産等の増加

184,923,526 -184,923,526

    有形固定資産等の減少

-613,973,522 613,973,522

    貸付金・基金等の増加

430,740,811 -430,740,811

    貸付金・基金等の減少

-288,314,063 288,314,063

  資産評価差額

5 5

  無償所管換等

-2,576,105 -2,576,105

  その他

12,920,000 12,920,000 -

  本年度純資産変動額

-72,558,803 -276,279,348 203,720,545

本年度末純資産残高

11,923,233,772 16,194,297,837 -4,271,064,065

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日



【様式第4号】

【様式第4号】【様式第4号】

【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

13,750,070

本年度歳計外現金増減額

2,286,565

本年度末歳計外現金残高

16,036,635

本年度末現金預金残高

211,265,161

    その他の収入

32,370,704

財務活動収支

-245,740,368

本年度資金収支額

17,956,869

前年度末資金残高

177,271,657

本年度末資金残高

195,228,526

  財務活動支出

513,881,072

    地方債償還支出

482,312,712

    その他の支出

31,568,360

  財務活動収入

268,140,704

    地方債発行収入

235,770,000

    貸付金元金回収収入

4,685,904

    資産売却収入

615,500

    その他の収入

1,169,898

投資活動収支

-305,911,892

【財務活動収支】

    貸付金支出

3,360,000

    その他の支出

-

  投資活動収入

306,583,091

    国県等補助金収入

17,309,144

    基金取崩収入

282,802,645

【投資活動収支】

  投資活動支出

612,494,983

    公共施設等整備費支出

184,923,526

    基金積立金支出

423,226,457

    投資及び出資金支出

985,000

  臨時支出

26,458,209

    災害復旧事業費支出

26,458,209

    その他の支出

-

  臨時収入

11,962,350

業務活動収支

569,609,129

  業務収入

3,307,938,644

    税収等収入

2,774,056,999

    国県等補助金収入

417,212,526

    使用料及び手数料収入

42,408,670

    その他の収入

74,260,449

    移転費用支出

1,455,165,331

      補助金等支出

766,357,113

      社会保障給付支出

175,663,395

      他会計への繰出支出

511,858,335

      その他の支出

1,286,488

    業務費用支出

1,268,668,325

      人件費支出

747,179,300

      物件費等支出

474,303,930

      支払利息支出

35,314,643

      その他の支出

11,870,452

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日

科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額

【業務活動収支】

  業務支出

2,723,833,656


