
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 7,203,854,331 固定負債 1,609,952,942

有形固定資産 6,655,419,050 地方債 1,314,668,942

事業用資産 3,187,820,943 長期未払金 -

土地 698,804,058 退職手当引当金 295,284,000

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 4,828,881,734 その他 -

建物減価償却累計額 △2,648,752,868 流動負債 137,604,594

工作物 393,087,581 1年内償還予定地方債 109,210,657

工作物減価償却累計額 △93,468,402 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 25,762,648

航空機 - 預り金 2,631,289

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 1,747,557,536

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 9,268,840 固定資産等形成分 7,577,062,533

インフラ資産 3,346,472,202 余剰分（不足分） △1,560,042,614

土地 28,165,590

建物 26,327,718

建物減価償却累計額 △16,317,433

工作物 7,055,569,624

工作物減価償却累計額 △4,335,867,217

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 588,593,920

物品 546,295,304

物品減価償却累計額 △425,169,399

無形固定資産 3,350,664

ソフトウェア 3,350,664

その他 -

投資その他の資産 545,084,617

投資及び出資金 124,294,000

有価証券 -

出資金 124,294,000

その他 -

投資損失引当金 △77,180,416

長期延滞債権 17,834,600

長期貸付金 -

基金 481,683,850

減債基金 151,135,859

その他 330,547,991

その他 -

徴収不能引当金 △1,547,417

流動資産 560,723,124

現金預金 181,586,753

未収金 5,931,242

短期貸付金 -

基金 373,208,202

財政調整基金 373,208,148

減債基金 54

棚卸資産 -

その他 -
徴収不能引当金 △3,073 6,017,019,919

7,764,577,455 7,764,577,455

【様式第１号】

全体貸借対照表
（平成30年３月31日現在）

科目 科目

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

金額

経常費用 1,948,429,523

業務費用 967,270,695

人件費 421,921,415

職員給与費 342,130,974

賞与等引当金繰入額 25,762,648

退職手当引当金繰入額 32,275,000

その他 21,752,793

物件費等 523,279,245

物件費 213,779,479

維持補修費 30,337,963

減価償却費 279,119,383

その他 42,420

その他の業務費用 22,070,035

支払利息 11,103,357

徴収不能引当金繰入額 760,912

その他 10,205,766

移転費用 981,158,828

補助金等 911,413,260

社会保障給付 67,433,268

他会計への繰出金 -

その他 2,312,300

経常収益 119,733,810

使用料及び手数料 48,090,048

その他 71,643,762

純経常行政コスト 1,828,695,713

臨時損失 80,194,704

災害復旧事業費 3,014,285

資産除売却損 3

投資損失引当金繰入額 77,180,416

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 2,000

資産売却益 2,000

その他 -

純行政コスト 1,908,888,417

【様式第２号】

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



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 6,075,378,265 7,562,761,102 △1,487,382,837

純行政コスト（△） △1,908,888,417 △1,908,888,417

財源 1,779,126,600 1,779,126,600

税収等 1,335,398,593 1,335,398,593

国県等補助金 443,728,007 443,728,007

本年度差額 △129,761,817 △129,761,817

固定資産等の変動（内部変動） △57,102,040 57,102,040

有形固定資産等の増加 314,160,381 △314,160,381

有形固定資産等の減少 △305,972,445 305,972,445

貸付金・基金等の増加 37,559,744 △37,559,744

貸付金・基金等の減少 △102,849,720 102,849,720

資産評価差額 - -

無償所管換等 71,403,471 71,403,471

その他 - -

本年度純資産変動額 △58,358,346 14,301,431 △72,659,777

本年度末純資産残高 6,017,019,919 7,577,062,533 △1,560,042,614

【様式第３号】

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

科目 合計



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 1,634,962,029

業務費用支出 653,803,201
人件費支出 388,335,130
物件費等支出 244,144,992
支払利息支出 11,103,357
その他の支出 10,219,722

移転費用支出 981,158,828
補助金等支出 911,413,260
社会保障給付支出 67,433,268
他会計への繰出支出 -
その他の支出 2,312,300

業務収入 1,761,695,777
税収等収入 1,337,691,119
国県等補助金収入 304,362,313
使用料及び手数料収入 47,999,260
その他の収入 71,643,085

臨時支出 3,014,285
災害復旧事業費支出 3,014,285
その他の支出 -

臨時収入 1,071,000
業務活動収支 124,790,463
【投資活動収支】

投資活動支出 317,246,228
公共施設等整備費支出 287,307,322
基金積立金支出 29,938,906
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 154,156,905
国県等補助金収入 138,294,694
基金取崩収入 15,860,211
貸付金元金回収収入 -
資産売却収入 2,000
その他の収入 -

投資活動収支 △163,089,323
【財務活動収支】

財務活動支出 116,413,036
地方債償還支出 116,413,036
その他の支出 -

財務活動収入 174,597,000
地方債発行収入 174,597,000
その他の収入 -

財務活動収支 58,183,964
19,885,104
159,070,360
178,955,464

前年度末歳計外現金残高 1,638,948
本年度歳計外現金増減額 992,341
本年度末歳計外現金残高 2,631,289
本年度末現金預金残高 181,586,753

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

【様式第４号】

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 金額


