
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 25,412,581,442   固定負債 11,162,704,934

    有形固定資産 22,678,074,251     地方債 10,276,476,392

      事業用資産 8,834,698,185     長期未払金 -

        土地 2,083,092,960     退職手当引当金 886,228,542

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 17,828,850,953     その他 -

        建物減価償却累計額 -11,384,700,917   流動負債 1,304,942,813

        工作物 817,001,272     １年内償還予定地方債 1,172,178,774

        工作物減価償却累計額 -580,295,803     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 113,369,287

        航空機 -     預り金 19,394,752

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 12,467,647,747

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 70,749,720   固定資産等形成分 28,245,147,882

      インフラ資産 13,780,351,034   余剰分（不足分） -12,276,938,542

        土地 79,634,213

        建物 171,573,200

        建物減価償却累計額 -97,202,565

        工作物 39,947,975,847

        工作物減価償却累計額 -26,378,446,698

        その他 150,000,000

        その他減価償却累計額 -141,109,453

        建設仮勘定 47,926,490

      物品 490,513,176

      物品減価償却累計額 -427,488,144

    無形固定資産 8,861,091

      ソフトウェア 8,861,091

      その他 -

    投資その他の資産 2,725,646,100

      投資及び出資金 365,982,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 318,972,336

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 56,129,918

      長期貸付金 -

      基金 2,306,313,797

        減債基金 -

        その他 2,306,313,797

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,779,951

  流動資産 3,023,275,645

    現金預金 177,620,869

    未収金 14,641,846

    短期貸付金 -

    基金 2,832,566,440

      財政調整基金 943,226,053

      減債基金 1,889,340,387

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,553,510 純資産合計 15,968,209,340

資産合計 28,435,857,087 負債及び純資産合計 28,435,857,087

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 6,801,071,421

    その他 202,520

  臨時利益 66,647,332

    資産売却益 66,647,332

    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 6,657,040,300

  臨時損失 210,678,453

    災害復旧事業費 210,475,933

  経常収益 348,537,106

    使用料及び手数料 152,217,661

    その他 196,319,445

      社会保障給付 662,493,766

      他会計への繰出金 924,079,029

      その他 2,154,630

        その他 27,457,748

    移転費用 3,170,032,405

      補助金等 1,581,304,980

      その他の業務費用 101,180,513

        支払利息 71,205,196

        徴収不能引当金繰入額 2,517,569

        維持補修費 94,512,726

        減価償却費 1,066,466,893

        その他 -

        その他 49,428,469

      物件費等 1,838,315,023

        物件費 677,335,404

        職員給与費 1,733,251,709

        賞与等引当金繰入額 113,369,287

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 7,005,577,406

    業務費用 3,835,545,001

      人件費 1,896,049,465

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：一般会計等 （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 16,093,366,033 28,582,875,067 -12,489,509,034

  純行政コスト（△） -6,801,071,421 -6,801,071,421

  財源 6,564,047,429 6,564,047,429

    税収等 5,455,058,402 5,455,058,402

    国県等補助金 1,108,989,027 1,108,989,027

  本年度差額 -237,023,992 -237,023,992

  固定資産等の変動（内部変動） -449,594,484 449,594,484

    有形固定資産等の増加 926,238,509 -926,238,509

    有形固定資産等の減少 -1,087,789,561 1,087,789,561

    貸付金・基金等の増加 19,469,399 -19,469,399

    貸付金・基金等の減少 -307,512,831 307,512,831

  資産評価差額 105,392,805 105,392,805

  無償所管換等 6,474,494 6,474,494

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -125,156,693 -337,727,185 212,570,492

本年度末純資産残高 15,968,209,340 28,245,147,882 -12,276,938,542

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：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 34,428,925

本年度歳計外現金増減額 -15,034,173

本年度末歳計外現金残高 19,394,752

本年度末現金預金残高 177,620,869

    その他の収入 -

財務活動収支 -93,746,408

本年度資金収支額 -11,177,846

前年度末資金残高 169,403,963

本年度末資金残高 158,226,117

  財務活動支出 1,167,446,408

    地方債償還支出 1,167,446,408

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,073,700,000

    地方債発行収入 1,073,700,000

    貸付金元金回収収入 199,000

    資産売却収入 87,970,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -421,703,376

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 523,066,600

    国県等補助金収入 127,822,600

    基金取崩収入 307,075,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 944,769,976

    公共施設等整備費支出 926,238,509

    基金積立金支出 18,531,467

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 210,475,933

    災害復旧事業費支出 210,475,933

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 504,271,938

  業務収入 6,655,372,215

    税収等収入 5,450,918,477

    国県等補助金収入 981,166,427

    使用料及び手数料収入 152,217,661

    その他の収入 71,069,650

    移転費用支出 3,170,032,405

      補助金等支出 1,581,304,980

      社会保障給付支出 662,493,766

      他会計への繰出支出 924,079,029

      その他の支出 2,154,630

    業務費用支出 2,770,591,939

      人件費支出 1,900,322,699

      物件費等支出 771,848,130

      支払利息支出 71,205,196

      その他の支出 27,215,914

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 5,940,624,344


