
【様式第1号】

（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 23,575,354,770   固定負債 5,743,627,162

    有形固定資産 22,336,884,785     地方債 5,124,328,946

      事業用資産 8,208,400,361     長期未払金 -

        土地 1,388,097,012     退職手当引当金 456,798,216

        立木竹 337,267,776     損失補償等引当金 -

        建物 10,842,720,172     その他 162,500,000

        建物減価償却累計額 -7,866,764,070   流動負債 577,616,362

        工作物 5,748,619,351     １年内償還予定地方債 328,030,732

        工作物減価償却累計額 -3,623,449,944     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 205,049,433

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 35,342,446

        航空機 -     預り金 9,193,751

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,321,243,524

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,381,910,064   固定資産等形成分 24,690,018,170

      インフラ資産 13,844,640,601   余剰分（不足分） -5,796,386,043

        土地 415,213,779

        建物 616,292,289

        建物減価償却累計額 -282,369,497

        工作物 26,691,384,915

        工作物減価償却累計額 -13,595,880,885

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,691,980,974

      物品減価償却累計額 -1,408,137,151

    無形固定資産 651,973

      ソフトウェア 324,800

      その他 327,173

    投資その他の資産 1,237,818,012

      投資及び出資金 130,609,090

        有価証券 -

        出資金 130,609,090

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 315,893,847

      長期貸付金 309,786,790

      基金 481,622,200

        減債基金 782,000

        その他 480,840,200

      その他 -

      徴収不能引当金 -93,915

  流動資産 1,639,520,881

    現金預金 483,339,857

    未収金 41,524,924

    短期貸付金 58,107,400

    基金 1,056,556,000

      財政調整基金 1,056,556,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,300 純資産合計 18,893,632,127

資産合計 25,214,875,651 負債及び純資産合計 25,214,875,651

全体会計　貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

全体会計　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 5,349,719,987

    業務費用 3,025,803,603

      人件費 871,551,421

        職員給与費 705,444,971

        賞与等引当金繰入額 35,342,446

        退職手当引当金繰入額 76,143,224

        その他 54,620,780

      物件費等 2,093,955,911

        物件費 938,028,359

        維持補修費 241,110,567

        減価償却費 914,816,985

        その他 -

      その他の業務費用 60,296,271

        支払利息 33,656,650

        徴収不能引当金繰入額 2,866

        その他 26,636,755

    移転費用 2,323,916,384

      補助金等 2,157,665,728

      社会保障給付 162,439,504

      他会計への繰出金 184,252

      その他 3,626,900

  経常収益 163,504,465

    使用料及び手数料 104,633,158

    その他 58,871,307

純経常行政コスト 5,186,215,522

  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 -

純行政コスト 5,185,759,564

    その他 -

  臨時利益 455,958

    資産売却益 455,958



【様式第3号】

（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 19,311,629,071 24,587,157,145 -5,275,528,074

  純行政コスト（△） -5,185,759,564 -5,185,759,564

  財源 4,824,762,620 4,824,762,620

    税収等 3,586,716,068 3,586,716,068

    国県等補助金 1,238,046,552 1,238,046,552

  本年度差額 -360,996,944 -360,996,944

  固定資産等の変動（内部変動） 159,861,025 -159,861,025

    有形固定資産等の増加 1,029,155,286 -1,029,155,286

    有形固定資産等の減少 -915,048,013 915,048,013

    貸付金・基金等の増加 362,857,752 -362,857,752

    貸付金・基金等の減少 -317,104,000 317,104,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -57,000,000 -57,000,000

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -417,996,944 102,861,025 -520,857,969

本年度末純資産残高 18,893,632,127 24,690,018,170 -5,796,386,043

　全体会計　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】

（単位：円）

　全体会計　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 4,372,860,565

    業務費用支出 2,048,944,181

      人件費支出 799,512,157

      物件費等支出 924,285,581

      支払利息支出 33,656,650

      その他の支出 291,489,793

    移転費用支出 2,323,916,384

      補助金等支出 2,157,665,728

      社会保障給付支出 162,439,504

      他会計への繰出支出 184,252

      その他の支出 3,626,900

  業務収入 4,778,431,893

    税収等収入 3,575,757,691

    国県等補助金収入 1,039,169,737

    使用料及び手数料収入 104,633,158

    その他の収入 58,871,307

  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 405,571,328

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,362,077,313

    公共施設等整備費支出 1,029,155,286

    基金積立金支出 325,937,785

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,984,242

    その他の支出 -

  投資活動収入 550,106,773

    国県等補助金収入 198,876,815

    基金取崩収入 317,104,000

    貸付金元金回収収入 33,670,000

    資産売却収入 455,958

    その他の収入 -

投資活動収支 -811,970,540

【財務活動収支】

  財務活動支出 354,711,121

    地方債償還支出 354,711,121

    その他の支出 -

  財務活動収入 745,800,000

    地方債発行収入 745,800,000

前年度末歳計外現金残高 311,804,644

本年度歳計外現金増減額 -302,610,893

本年度末歳計外現金残高 9,193,751

本年度末現金預金残高 483,339,857

    その他の収入 -

財務活動収支 391,088,879

本年度資金収支額 -15,310,333

前年度末資金残高 489,456,439

本年度末資金残高 474,146,106


