
【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 37,676,010,988   固定負債 5,192,531,539

    有形固定資産 34,058,881,350     地方債 4,283,352,060

      事業用資産 7,149,657,714     長期未払金 -

        土地 1,391,737,141     退職手当引当金 570,684,000

        立木竹 298,507,355     損失補償等引当金 -

        建物 10,539,944,192     その他 338,495,479

        建物減価償却累計額 -5,516,810,096   流動負債 553,478,930

        工作物 1,077,460,628     １年内償還予定地方債 452,891,821

        工作物減価償却累計額 -650,361,506     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 53,173,331

        航空機 -     預り金 31,233,115

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,180,663

        その他 - 負債合計 5,746,010,469

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,180,000   固定資産等形成分 40,820,834,877

      インフラ資産 26,747,920,895   余剰分（不足分） -5,584,454,307

        土地 491,131,773

        建物 47,631,084

        建物減価償却累計額 -40,276,059

        工作物 42,720,641,019

        工作物減価償却累計額 -16,493,241,942

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,035,020

      物品 718,913,448

      物品減価償却累計額 -557,610,707

    無形固定資産 20,873,668

      ソフトウェア 20,873,668

      その他 -

    投資その他の資産 3,596,255,970

      投資及び出資金 82,947,576

        有価証券 50,000

        出資金 82,897,576

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 7,975,590

      長期貸付金 -

      基金 3,505,817,684

        減債基金 -

        その他 3,505,817,684

      その他 -

      徴収不能引当金 -484,880

  流動資産 3,306,380,051

    現金預金 157,009,681

    未収金 4,793,366

    短期貸付金 -

    基金 3,144,823,889

      財政調整基金 1,521,412,173

      減債基金 1,623,411,716

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -246,885 純資産合計 35,236,380,570

資産合計 40,982,391,039 負債及び純資産合計 40,982,391,039

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 5,538,646,097

    その他 42,500

  臨時利益 7,943,740

    資産売却益 7,943,740

    資産除売却損 13

    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 5,530,659,714

  臨時損失 15,930,123

    災害復旧事業費 15,887,610

  経常収益 154,992,142

    使用料及び手数料 50,311,671

    その他 104,680,471

      社会保障給付 472,244,299

      他会計への繰出金 386,107,411

      その他 59,883,702

        その他 9,443,080

    移転費用 1,986,570,002

      補助金等 1,068,334,590

      その他の業務費用 43,550,159

        支払利息 33,375,314

        徴収不能引当金繰入額 731,765

        維持補修費 45,249,024

        減価償却費 1,091,812,033

        その他 -

        その他 85,311,531

      物件費等 2,779,035,343

        物件費 1,641,974,286

        職員給与費 654,767,434

        賞与等引当金繰入額 53,173,331

        退職手当引当金繰入額 83,244,056

  経常費用 5,685,651,856

    業務費用 3,699,081,854

      人件費 876,496,352

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 35,241,906,318 40,291,326,366 -5,049,420,048

  純行政コスト（△） -5,538,646,097 -5,538,646,097

  財源 5,551,591,098 5,551,591,098

    税収等 4,290,349,128 4,290,349,128

    国県等補助金 1,261,241,970 1,261,241,970

  本年度差額 12,945,001 12,945,001

  固定資産等の変動（内部変動） 547,979,260 -547,979,260

    有形固定資産等の増加 1,306,205,823 -1,306,205,823

    有形固定資産等の減少 -1,093,854,676 1,093,854,676

    貸付金・基金等の増加 1,071,668,449 -1,071,668,449

    貸付金・基金等の減少 -736,040,336 736,040,336

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -9,343,749 -9,343,749

  その他 -9,127,000 -9,127,000 -

  本年度純資産変動額 -5,525,748 529,508,511 -535,034,259

本年度末純資産残高 35,236,380,570 40,820,834,877 -5,584,454,307

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 28,156,655

本年度歳計外現金増減額 3,076,460

本年度末歳計外現金残高 31,233,115

本年度末現金預金残高 157,009,681

    その他の収入 -

財務活動収支 -144,620,472

本年度資金収支額 -40,832,964

前年度末資金残高 166,609,530

本年度末資金残高 125,776,566

  財務活動支出 736,707,472

    地方債償還支出 447,165,264

    その他の支出 289,542,208

  財務活動収入 592,087,000

    地方債発行収入 592,087,000

    貸付金元金回収収入 50,000,000

    資産売却収入 9,986,370

    その他の収入 -

投資活動収支 -588,428,483

【財務活動収支】

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,147,253,630

    国県等補助金収入 409,463,100

    基金取崩収入 677,804,160

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,735,682,113

    公共施設等整備費支出 672,507,087

    基金積立金支出 1,013,175,026

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 15,887,610

    災害復旧事業費支出 15,887,610

    その他の支出 -

  臨時収入 11,802,339

業務活動収支 692,215,991

  業務収入 5,286,125,976

    税収等収入 4,291,237,809

    国県等補助金収入 839,976,531

    使用料及び手数料収入 50,588,171

    その他の収入 104,323,465

    移転費用支出 1,986,570,002

      補助金等支出 1,068,334,590

      社会保障給付支出 472,244,299

      他会計への繰出支出 386,107,411

      その他の支出 59,883,702

    業務費用支出 2,603,254,712

      人件費支出 873,226,849

      物件費等支出 1,687,223,310

      支払利息支出 33,375,314

      その他の支出 9,429,239

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 4,589,824,714


