
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 6,345,597,535   固定負債 763,846,259

    有形固定資産 6,042,589,528     地方債 561,362,328

      事業用資産 4,378,216,606     長期未払金 -

        土地 2,583,556,400     退職手当引当金 191,879,605

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 3,165,777,994     その他 10,604,326

        建物減価償却累計額 -1,585,094,320   流動負債 85,037,199

        工作物 361,512,021     １年内償還予定地方債 67,947,028

        工作物減価償却累計額 -149,576,115     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 11,882,438

        航空機 -     預り金 435,093

        航空機減価償却累計額 -     その他 4,772,640

        その他 - 負債合計 848,883,458

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 2,040,626   固定資産等形成分 6,671,385,435

      インフラ資産 1   余剰分（不足分） -711,990,614

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 1

        工作物減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 11,165,681,264

      物品減価償却累計額 -9,501,308,343

    無形固定資産 6,802,056

      ソフトウェア 6,802,056

      その他 -

    投資その他の資産 296,205,951

      投資及び出資金 5,800,000

        有価証券 -

        出資金 5,800,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 290,405,951

        減債基金 -

        その他 290,405,951

      その他 -

      徴収不能引当金 -

  流動資産 462,680,744

    現金預金 136,892,844

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 325,787,900

      財政調整基金 325,787,900

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 5,959,394,821

資産合計 6,808,278,279 負債及び純資産合計 6,808,278,279

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 （単位：円）

    その他 25,712,000

純行政コスト 831,304,881

    その他 -

  臨時利益 25,741,999

    資産売却益 29,999

    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 857,046,880

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 322,265,728

    使用料及び手数料 304,280,000

    その他 17,985,728

      社会保障給付 -

      他会計への繰出金 -

      その他 343,340

        その他 2,387,905

    移転費用 38,979,128

      補助金等 38,635,788

      その他の業務費用 2,518,689

        支払利息 130,784

        徴収不能引当金繰入額 -

        維持補修費 206,684,207

        減価償却費 144,104,400

        その他 -

        その他 1,194,814

      物件費等 973,134,905

        物件費 622,346,298

        職員給与費 151,602,634

        賞与等引当金繰入額 11,882,438

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 1,179,312,608

    業務費用 1,140,333,480

      人件費 164,679,886

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 （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 5,704,565,701 6,107,638,580 -403,072,879

  純行政コスト（△） -831,304,881 -831,304,881

  財源 1,086,134,000 1,086,134,000

    税収等 924,651,000 924,651,000

    国県等補助金 161,483,000 161,483,000

  本年度差額 254,829,119 254,829,119

  固定資産等の変動（内部変動） 563,746,854 -563,746,854

    有形固定資産等の増加 942,182,784 -942,182,784

    有形固定資産等の減少 -144,104,401 144,104,401

    貸付金・基金等の増加 224,394,471 -224,394,471

    貸付金・基金等の減少 -458,726,000 458,726,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 1 1

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 254,829,120 563,746,855 -308,917,735

本年度末純資産残高 5,959,394,821 6,671,385,435 -711,990,614

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 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 311,269

本年度歳計外現金増減額 123,824

本年度末歳計外現金残高 435,093

本年度末現金預金残高 136,892,844

    その他の収入 -

財務活動収支 251,519,861

本年度資金収支額 -87,099,573

前年度末資金残高 223,557,324

本年度末資金残高 136,457,751

  財務活動支出 42,480,139

    地方債償還支出 38,545,457

    その他の支出 3,934,682

  財務活動収入 294,000,000

    地方債発行収入 294,000,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -537,099,071

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 620,209,000

    国県等補助金収入 161,483,000

    基金取崩収入 458,726,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,157,308,071

    公共施設等整備費支出 932,913,600

    基金積立金支出 224,394,471

    投資及び出資金支出 -

  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 198,479,637

  業務収入 1,246,916,728

    税収等収入 924,651,000

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 304,280,000

    その他の収入 17,985,728

    移転費用支出 51,194,936

      補助金等支出 50,851,596

      社会保障給付支出 -

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 343,340

    業務費用支出 997,242,155

      人件費支出 165,692,961

      物件費等支出 829,030,505

      支払利息支出 130,784

      その他の支出 2,387,905

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 1,048,437,091


