
【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 27,261,074,772   固定負債 6,539,705,959

    有形固定資産 25,035,177,787     地方債 5,679,661,828

      事業用資産 6,102,557,339     長期未払金 -

        土地 1,690,953,304     退職手当引当金 859,953,411

        立木竹 48,347,850     損失補償等引当金 -

        建物 10,974,358,067     その他 90,720

        建物減価償却累計額 -6,806,527,684   流動負債 898,248,679

        工作物 409,945,125     １年内償還予定地方債 766,339,982

        工作物減価償却累計額 -214,866,003     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 67,993,347

        航空機 -     預り金 62,101,598

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,813,752

        その他 - 負債合計 7,437,954,638

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 346,680   固定資産等形成分 29,489,612,971

      インフラ資産 18,897,935,100   余剰分（不足分） -7,177,218,293

        土地 482,116,448

        建物 216,518,992

        建物減価償却累計額 -140,826,731

        工作物 43,670,093,040

        工作物減価償却累計額 -25,363,599,629

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 33,632,980

      物品 283,780,700

      物品減価償却累計額 -249,095,352

    無形固定資産 10,732,976

      ソフトウェア 10,732,976

      その他 -

    投資その他の資産 2,215,164,009

      投資及び出資金 673,420,435

        有価証券 19,250,000

        出資金 654,170,435

        その他 -

      投資損失引当金 -1,922,932

      長期延滞債権 125,829,132

      長期貸付金 5,028,000

      基金 1,414,804,298

        減債基金 -

        その他 1,414,804,298

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,994,924

  流動資産 2,489,274,544

    現金預金 244,619,971

    未収金 16,759,781

    短期貸付金 2,168,320

    基金 2,226,369,879

      財政調整基金 820,389,304

      減債基金 1,405,980,575

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -643,407 純資産合計 22,312,394,678

資産合計 29,750,349,316 負債及び純資産合計 29,750,349,316

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 58,962

純行政コスト 6,632,186,068

    その他 -

  臨時利益 6,263,989

    資産売却益 6,205,027

    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 6,594,645,962

  臨時損失 43,804,095

    災害復旧事業費 43,804,095

  経常収益 174,404,361

    使用料及び手数料 31,645,648

    その他 142,758,713

      社会保障給付 687,901,610

      他会計への繰出金 353,095,056

      その他 8,535,400

        その他 42,000,382

    移転費用 3,022,943,134

      補助金等 1,973,411,068

      その他の業務費用 92,316,671

        支払利息 48,324,333

        徴収不能引当金繰入額 1,991,956

        維持補修費 113,440,228

        減価償却費 1,167,355,322

        その他 -

        その他 202,107,374

      物件費等 2,462,029,371

        物件費 1,181,233,821

        職員給与費 853,782,726

        賞与等引当金繰入額 67,993,347

        退職手当引当金繰入額 67,877,700

  経常費用 6,769,050,323

    業務費用 3,746,107,189

      人件費 1,191,761,147

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 23,047,274,971 30,433,158,084 -7,385,883,113

  純行政コスト（△） -6,632,186,068 -6,632,186,068

  財源 5,899,298,858 5,899,298,858

    税収等 4,787,868,910 4,787,868,910

    国県等補助金 1,111,429,948 1,111,429,948

  本年度差額 -732,887,210 -732,887,210

  固定資産等の変動（内部変動） -950,741,433 950,741,433

    有形固定資産等の増加 494,620,810 -494,620,810

    有形固定資産等の減少 -1,167,707,109 1,167,707,109

    貸付金・基金等の増加 141,213,655 -141,213,655

    貸付金・基金等の減少 -418,868,789 418,868,789

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -1,993,083 7,196,320 -9,189,403

  本年度純資産変動額 -734,880,293 -943,545,113 208,664,820

本年度末純資産残高 22,312,394,678 29,489,612,971 -7,177,218,293

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 93,433,805

本年度歳計外現金増減額 -31,332,207

本年度末歳計外現金残高 62,101,598

本年度末現金預金残高 244,619,971

    その他の収入 -

財務活動収支 -277,108,335

本年度資金収支額 12,063,874

前年度末資金残高 170,454,499

本年度末資金残高 182,518,373

  財務活動支出 753,908,335

    地方債償還支出 751,680,804

    その他の支出 2,227,531

  財務活動収入 476,800,000

    地方債発行収入 476,800,000

    貸付金元金回収収入 1,475,915

    資産売却収入 6,556,814

    その他の収入 1,644,948

投資活動収支 -124,132,424

【財務活動収支】

    貸付金支出 5,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 509,414,677

    国県等補助金収入 88,881,000

    基金取崩収入 410,856,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 633,547,101

    公共施設等整備費支出 494,620,810

    基金積立金支出 23,693,291

    投資及び出資金支出 115,228,000

  臨時支出 43,804,095

    災害復旧事業費支出 43,804,095

    その他の支出 -

  臨時収入 3,803,863

業務活動収支 413,304,633

  業務収入 5,980,437,800

    税収等収入 4,788,544,534

    国県等補助金収入 1,018,745,085

    使用料及び手数料収入 30,596,031

    その他の収入 142,552,150

    移転費用支出 3,022,943,134

      補助金等支出 1,973,411,068

      社会保障給付支出 687,901,610

      他会計への繰出支出 353,095,056

      その他の支出 8,535,400

    業務費用支出 2,504,189,801

      人件費支出 1,120,299,358

      物件費等支出 1,294,674,049

      支払利息支出 48,324,333

      その他の支出 40,892,061

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 5,527,132,935


