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【様式第１号】【様式第１号】【様式第１号】【様式第１号】

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）

平成29年度

一般会計等 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 7,304,577,756 固定負債 2,757,079,640

有形固定資産 6,400,812,852 地方債 2,522,558,271
事業用資産 4,562,791,885 長期未払金 0

土地 455,845,386 退職手当引当金 234,521,369
立木竹 1,489,771,366 損失補償等引当金 0
建物 11,306,166,204 その他 0
建物減価償却累計額 △8,761,793,077 流動負債 267,347,369
工作物 63,956,520 1年内償還予定地方債 231,703,720
工作物減価償却累計額 △2,120,834 未払金 0
船舶 0 未払費用 0
船舶減価償却累計額 0 前受金 0
浮標等 0 前受収益 0
浮標等減価償却累計額 0 賞与等引当金 20,105,704
航空機 0 預り金 15,537,945
航空機減価償却累計額 0 その他 0
その他 0 負債合計 3,024,427,009
その他減価償却累計額 0

【総資産の部】建設仮勘定 10,966,320
固定資産等形成分 8,236,887,756インフラ資産 1,744,623,746
余剰分(不足分） △2,657,990,978土地 80,634,890

建物 232,387,012
建物減価償却累計額 △232,386,997

16,777,915,155工作物
工作物減価償却累計額 △15,118,522,794
その他 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 4,596,480

物品 273,631,882
物品減価償却累計額 △180,234,661

無形固定資産 3,186,000
ソフトウェア 3,186,000
その他 0

投資その他の資産 900,578,904
投資及び出資金 129,952,380

有価証券 118,863,124
出資金 11,089,256
その他 0

投資損失引当金 △50,783,575
長期延滞債権 8,120,816
長期貸付金 3,000,000
基金 810,451,699

減債基金 0
その他 810,451,699

その他 0
徴収不能引当金 △162,416

流動資産 1,298,746,031
現金預金 356,709,199
未収金 9,925,338
短期貸付金 0
基金 932,310,000

財政調整基金 931,340,000
減債基金 970,000

棚卸資産 0
その他 0
徴収不能引当金 △198,506

繰延資産 0 純資産合計 5,578,896,778

資産合計 8,603,323,787 負債及び純資産合計 8,603,323,787



【様式第２号】【様式第２号】【様式第２号】【様式第２号】

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

一般会計等 （単位：円）

科目 金額

経常費用      2,539,449,918

業務費用      1,633,733,409

人件費        428,756,208

職員給与費        376,844,361

賞与等引当金繰入額         20,105,704

退職手当引当金繰入額                  0

その他         31,806,143

物件費等      1,157,868,616

物件費        538,329,938

        12,367,028維持補修費

減価償却費        605,231,830

その他          1,939,820

その他の業務費用         47,108,585

支払利息         17,564,597

徴収不能引当金繰入額            787,063

その他         28,756,925

移転費用        905,716,509

補助金等        452,502,308

社会保障給付        125,263,269

他会計への繰出金        316,779,275

その他         11,171,657

経常収益        109,720,818

使用料及び手数料         57,604,867

        52,115,951その他

純経常行政コスト      2,429,729,100

臨時損失         15,136,829

災害復旧事業費                  0

資産除売却損          4,106,788

投資損失引当金繰入額         11,030,041

損失補償等引当金繰入額                  0

その他                  0

臨時利益         25,477,849

資産売却益         25,477,849

その他                  0

純行政コスト      2,419,388,080



【様式第３号】【様式第３号】【様式第３号】【様式第３号】

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

平成30年 3月31日至

一般会計等 （単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分
等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 5,952,067,993 8,458,245,572 △2,506,177,579

純行政コスト(△) △2,419,388,080 △2,419,388,080

財源 2,028,136,482 2,028,136,482

税収等 1,742,196,425 1,742,196,425

国県等補助金 285,940,057 285,940,057

本年度差額 △391,251,598 △391,251,598

固定資産等の変動(内部変動) △212,962,324 212,962,324

有形固定資産等の増加 414,632,526 △414,632,526

有形固定資産等の減少 △614,519,512 614,519,512

△66,872,662貸付金・基金等の増加 66,872,662

貸付金・基金等の減少 79,948,000△79,948,000

資産評価差額 △566,013 △566,013

無償所管換等 18,681,526 18,681,526

その他 △35,130 △26,511,005 26,475,875

△221,357,816本年度純資産変動額 △373,171,215 △151,813,399

5,578,896,778 8,236,887,756 △2,657,990,978本年度末純資産残高



【様式第４号】【様式第４号】【様式第４号】【様式第４号】

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
（単位：円）一般会計等

科目 金額

【業務活動収支】
業務支出     1,915,884,734

業務費用支出     1,010,168,225
人件費支出       433,780,504
物件費等支出       555,152,340
支払利息支出        17,564,597
その他の支出         3,670,784

移転費用支出       905,716,509
補助金等支出       452,502,308
社会保障給付支出       125,263,269
他会計への繰出支出       316,779,275
その他の支出        11,171,657

業務収入     2,057,462,794
税収等収入     1,741,032,124
国県等補助金収入       206,687,038
使用料及び手数料収入        57,689,681
その他の収入        52,053,951

臨時支出                 0
災害復旧事業費支出                 0
その他の支出                 0

臨時収入                 0

業務活動収支       141,578,060

【投資活動収支】
投資活動支出       481,505,188

公共施設等整備費支出       414,632,526
基金積立金支出        66,872,662
投資及び出資金支出                 0
貸付金支出                 0
その他の支出                 0

投資活動収入       182,014,762
国県等補助金収入        71,408,019
基金取崩収入        79,948,000
貸付金元金回収収入                 0
資産売却収入        30,658,743
その他の収入                 0

投資活動収支     △299,490,426

【財務活動収支】
財務活動支出       244,177,812

地方債償還支出       244,177,812
その他の支出                 0

財務活動収入       416,140,000
地方債発行収入       416,140,000
その他の収入                 0

財務活動収支       171,962,188

本年度資金収支額        14,049,822

前年度末資金残高       327,121,432

本年度末資金残高       341,171,254

前年度末歳計外現金残高        15,375,496

本年度歳計外現金増減額           162,449

本年度末歳計外現金残高        15,537,945

本年度末現金預金残高       356,709,199


