
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 18,037,828,991   固定負債 4,155,078,673

    有形固定資産 17,150,196,301     地方債 3,828,192,310

      事業用資産 8,616,901,596     長期未払金 -

        土地 3,171,179,781     退職手当引当金 285,225,011

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,170,760,355     その他 41,661,352

        建物減価償却累計額 -6,183,131,315   流動負債 372,512,649

        工作物 781,689,638     １年内償還予定地方債 284,255,523

        工作物減価償却累計額 -323,596,863     未払金 12,324,346

        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 41,738,506

        航空機 -     預り金 34,194,274

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,527,591,322

        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 20,788,351,282

      インフラ資産 8,302,818,851   余剰分（不足分） -3,332,899,254

        土地 965,008,044

        建物 3,062,527,130

        建物減価償却累計額 -2,116,180,574

        工作物 15,329,285,439

        工作物減価償却累計額 -8,967,299,528

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 29,478,340

      物品 488,734,966

      物品減価償却累計額 -258,259,112

    無形固定資産 39,544,416

      ソフトウェア 39,544,416

      その他 -

    投資その他の資産 848,088,274

      投資及び出資金 21,958,700

        有価証券 -

        出資金 21,958,700

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 65,278,629

      長期貸付金 6,540,000

      基金 758,648,193

        減債基金 -

        その他 758,648,193

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,337,248

  流動資産 3,945,214,359

    現金預金 1,147,252,799

    未収金 46,666,053

    短期貸付金 4,000,000

    基金 2,746,522,291

      財政調整基金 2,279,968,770

      減債基金 466,553,521

    棚卸資産 2,728,304

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,955,088 純資産合計 17,455,452,028

資産合計 21,983,043,350 負債及び純資産合計 21,983,043,350

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

全体行政コスト計算書
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 4,403,161,457

    業務費用 2,468,852,156

      人件費 632,299,495

        職員給与費 458,032,779

        賞与等引当金繰入額 41,738,506

        退職手当引当金繰入額 81,515,027

        その他 51,013,183

      物件費等 1,747,153,586

        物件費 993,895,909

        維持補修費 65,988,504

        減価償却費 687,225,173

        その他 44,000

      その他の業務費用 89,399,075

        支払利息 56,710,734

        徴収不能引当金繰入額 5,519,846

        その他 27,168,495

    移転費用 1,934,309,301

      補助金等 748,857,579

      社会保障給付 1,182,799,902

      他会計への繰出金 -

      その他 2,651,820

  経常収益 341,205,490

    使用料及び手数料 256,334,731

    その他 84,870,759

純経常行政コスト 4,061,955,967

  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 5,117,828

純行政コスト 4,056,838,139

    その他 -

  臨時利益 5,117,828

    資産売却益 -



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 17,787,051,377 20,799,204,341 -3,012,152,964

  純行政コスト（△） -4,056,838,139 -4,056,838,139

  財源 3,985,166,594 3,985,166,594

    税収等 3,079,613,278 3,079,613,278

    国県等補助金 905,553,316 905,553,316

  本年度差額 -71,671,545 -71,671,545

  固定資産等の変動（内部変動） -10,853,059 10,853,059

    有形固定資産等の増加 1,557,098,350 -1,557,098,350

    有形固定資産等の減少 -687,588,000 687,588,000

    貸付金・基金等の増加 144,385,067 -144,385,067

    貸付金・基金等の減少 -1,024,748,476 1,024,748,476

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -259,927,804 - -259,927,804

  本年度純資産変動額 -331,599,349 -10,853,059 -320,746,290

本年度末純資産残高 17,455,452,028 20,788,351,282 -3,332,899,254

全体純資産変動計算書
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：全体会計 （単位：円）

全体資金収支計算書
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 3,689,493,114

    業務費用支出 1,702,556,444

      人件費支出 549,538,254

      物件費等支出 1,068,935,540

      支払利息支出 56,710,734

      その他の支出 27,371,916

    移転費用支出 1,986,936,670

      補助金等支出 801,484,948

      社会保障給付支出 1,182,799,902

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,651,820

  業務収入 4,059,240,156

    税収等収入 3,070,594,345

    国県等補助金収入 648,584,962

    使用料及び手数料収入 255,936,979

    その他の収入 84,123,870

  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 369,747,042

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,667,278,267

    公共施設等整備費支出 1,557,098,350

    基金積立金支出 108,499,917

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,680,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,250,926,000

    国県等補助金収入 255,736,000

    基金取崩収入 989,670,000

    貸付金元金回収収入 5,520,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -416,352,267

【財務活動収支】

  財務活動支出 256,871,061

    地方債償還支出 256,871,061

    その他の支出 -

  財務活動収入 338,240,000

    地方債発行収入 336,200,000

前年度末歳計外現金残高 16,450,015

本年度歳計外現金増減額 17,744,259

本年度末歳計外現金残高 34,194,274

本年度末現金預金残高 1,147,252,799

    その他の収入 2,040,000

財務活動収支 81,368,939

本年度資金収支額 34,763,714

前年度末資金残高 1,078,294,811

本年度末資金残高 1,113,058,525


