
【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 53,810,370,112  固定負債 14,122,294,818

    有形固定資産 53,795,480,992    地方債 1,252,133,966

      事業用資産 53,634,980,901    長期未払金 9,825,385,000

        土地 -    退職手当引当金 3,005,127,972

        立木竹 -    損失補償等引当金 -

        建物 87,364,223,689    その他 39,647,880

        建物減価償却累計額 -44,416,081,915  流動負債 1,882,813,196

        工作物 121,633,018,000    １年内償還予定地方債 325,937,710

        工作物減価償却累計額 -111,087,172,873    未払金 1,218,720,000

        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 293,902,314

        航空機 -    預り金 25,844,788

        航空機減価償却累計額 -    その他 18,408,384

        その他 -負債合計 16,005,108,014

        その他減価償却累計額 -【純資産の部】

        建設仮勘定 140,994,000  固定資産等形成分 53,810,370,112

      インフラ資産 -  余剰分（不足分） -15,979,263,226

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 -

        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 634,998,570

      物品減価償却累計額 -474,498,479

    無形固定資産 13,020,720

      ソフトウェア 13,020,720

      その他 -

    投資その他の資産 1,868,400

      投資及び出資金 -

        有価証券 -

        出資金 -

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 -

      長期貸付金 -

      基金 -

        減債基金 -

        その他 -

      その他 1,868,400

      徴収不能引当金 -

  流動資産 25,844,788

    現金預金 25,844,788

    未収金 -

    短期貸付金 -

    基金 -

      財政調整基金 -

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -純資産合計 37,831,106,886

資産合計 53,836,214,900負債及び純資産合計 53,836,214,900

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

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 16,653,984,845

    業務費用 16,568,079,970

      人件費 4,260,205,147

        職員給与費 3,789,088,811

        賞与等引当金繰入額 293,902,314

        退職手当引当金繰入額 169,243,722

        その他 7,970,300

      物件費等 12,111,325,171

        物件費 2,889,835,939

        維持補修費 2,610,829,901

        減価償却費 6,610,659,331

        その他 -

      その他の業務費用 196,549,652

        支払利息 195,177,645

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 1,372,007

    移転費用 85,904,875

      補助金等 53,783,675

      社会保障給付 32,075,000

      他会計への繰出金 -

      その他 46,200

  経常収益 4,044,810,581

    使用料及び手数料 14,944,487

    その他 4,029,866,094

純経常行政コスト 12,609,174,264

  臨時損失 2,484,000

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,484,000

    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 12,611,658,264

    その他 -

  臨時利益 -

    資産売却益 -



【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 41,959,475,826 60,296,792,282 -18,337,316,456

  純行政コスト（△） -12,611,658,264 -12,611,658,264

  財源 8,483,289,324 8,483,289,324

    税収等 8,473,904,324 8,473,904,324

    国県等補助金 9,385,000 9,385,000

  本年度差額 -4,128,368,940 -4,128,368,940

  固定資産等の変動（内部変動） -6,486,422,170 6,486,422,170

    有形固定資産等の増加 124,237,161 -124,237,161

    有形固定資産等の減少 -6,610,659,331 6,610,659,331

    貸付金・基金等の増加 - -

    貸付金・基金等の減少 - -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -4,128,368,940 -6,486,422,170 2,358,053,230

本年度末純資産残高 37,831,106,886 53,810,370,112 -15,979,263,226

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）

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 10,163,634,658

    業務費用支出 10,077,729,783

      人件費支出 4,380,514,291

      物件費等支出 5,500,665,840

      支払利息支出 195,177,645

      その他の支出 1,372,007

    移転費用支出 85,904,875

      補助金等支出 53,783,675

      社会保障給付支出 32,075,000

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 46,200

  業務収入 12,518,714,905

    税収等収入 8,473,904,324

    国県等補助金収入 -

    使用料及び手数料収入 14,944,487

    その他の収入 4,029,866,094

  臨時支出 2,484,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 2,484,000

  臨時収入 -

業務活動収支 2,352,596,247

【投資活動収支】

  投資活動支出 124,237,161

    公共施設等整備費支出 124,237,161

    基金積立金支出 -

    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 9,385,000

    国県等補助金収入 9,385,000

    基金取崩収入 -

    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 -114,852,161

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,276,744,086

    地方債償還支出 1,012,585,702

    その他の支出 1,264,158,384

  財務活動収入 39,000,000

    地方債発行収入 39,000,000

前年度末歳計外現金残高 24,018,229

本年度歳計外現金増減額 1,826,559

本年度末歳計外現金残高 25,844,788

本年度末現金預金残高 25,844,788

    その他の収入 -

財務活動収支 -2,237,744,086

本年度資金収支額 -

前年度末資金残高 -

本年度末資金残高 -


