
【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 38,033,957,041   固定負債 8,677,852,316

    有形固定資産 34,887,334,413     地方債 7,460,845,336

      事業用資産 18,806,140,713     長期未払金 -

        土地 9,878,316,828     退職手当引当金 1,126,588,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 22,922,080,888     その他 90,418,980

        建物減価償却累計額 -15,820,494,066   流動負債 749,728,557

        工作物 3,105,342,720     １年内償還予定地方債 591,218,405

        工作物減価償却累計額 -1,938,956,581     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 95,226,504

        航空機 -     預り金 23,878,651

        航空機減価償却累計額 -     その他 39,404,997

        その他 - 負債合計 9,427,580,873

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 659,850,924   固定資産等形成分 40,445,406,861

      インフラ資産 15,887,633,816   余剰分（不足分） -9,012,021,721

        土地 2,851,421,206

        建物 1,820,007,078

        建物減価償却累計額 -1,119,400,278

        工作物 33,822,563,319

        工作物減価償却累計額 -21,515,419,829

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 28,462,320

      物品 702,759,501

      物品減価償却累計額 -509,199,617

    無形固定資産 78,056,507

      ソフトウェア 78,056,507

      その他 -

    投資その他の資産 3,068,566,121

      投資及び出資金 564,860,301

        有価証券 -

        出資金 564,860,301

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 162,867,389

      長期貸付金 245,824

      基金 2,349,601,287

        減債基金 -

        その他 2,349,601,287

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,008,680

  流動資産 2,827,008,972

    現金預金 371,484,327

    未収金 46,680,176

    短期貸付金 547,070

    基金 2,410,902,750

      財政調整基金 1,890,189,967

      減債基金 520,712,783

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,605,351 純資産合計 31,433,385,140

資産合計 40,860,966,013 負債及び純資産合計 40,860,966,013

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 9,296,669,339

    その他 -

  臨時利益 35,421,539

    資産売却益 35,421,539

    資産除売却損 4,070,525

    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 9,320,348,773

  臨時損失 11,742,105

    災害復旧事業費 7,671,580

  経常収益 350,590,513

    使用料及び手数料 145,164,590

    その他 205,425,923

      社会保障給付 1,602,366,700

      他会計への繰出金 431,269,280

      その他 3,100,100

        その他 55,702,387

    移転費用 4,908,678,847

      補助金等 2,871,942,767

      その他の業務費用 121,887,245

        支払利息 54,570,827

        徴収不能引当金繰入額 11,614,031

        維持補修費 116,053,606

        減価償却費 1,262,515,819

        その他 -

        その他 82,976,987

      物件費等 3,209,839,758

        物件費 1,831,270,333

        職員給与費 1,160,897,800

        賞与等引当金繰入額 95,226,504

        退職手当引当金繰入額 91,432,145

  経常費用 9,670,939,286

    業務費用 4,762,260,439

      人件費 1,430,533,436

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 32,335,872,131 41,277,242,273 -8,941,370,142

  純行政コスト（△） -9,296,669,339 -9,296,669,339

  財源 8,466,028,054 8,466,028,054

    税収等 6,141,048,608 6,141,048,608

    国県等補助金 2,324,979,446 2,324,979,446

  本年度差額 -830,641,285 -830,641,285

  固定資産等の変動（内部変動） -686,028,843 686,028,843

    有形固定資産等の増加 1,022,089,655 -1,022,089,655

    有形固定資産等の減少 -1,266,586,352 1,266,586,352

    貸付金・基金等の増加 431,618,763 -431,618,763

    貸付金・基金等の減少 -873,150,909 873,150,909

  資産評価差額 65 65

  無償所管換等 -146,398,736 -146,398,736

  その他 74,552,965 592,102 73,960,863

  本年度純資産変動額 -902,486,991 -831,835,412 -70,651,579

本年度末純資産残高 31,433,385,140 40,445,406,861 -9,012,021,721

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 24,372,678

本年度歳計外現金増減額 -494,027

本年度末歳計外現金残高 23,878,651

本年度末現金預金残高 371,484,327

    その他の収入 -

財務活動収支 139,736,755

本年度資金収支額 12,924,725

前年度末資金残高 334,680,951

本年度末資金残高 347,605,676

  財務活動支出 550,618,245

    地方債償還支出 511,764,792

    その他の支出 38,853,453

  財務活動収入 690,355,000

    地方債発行収入 690,355,000

    貸付金元金回収収入 58,427,370

    資産売却収入 35,421,547

    その他の収入 -

投資活動収支 -77,569,767

【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 1,118,567,967

    国県等補助金収入 385,868,813

    基金取崩収入 638,850,237

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,196,137,734

    公共施設等整備費支出 931,466,855

    基金積立金支出 214,670,879

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 7,671,580

    災害復旧事業費支出 7,671,580

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 -49,242,263

  業務収入 8,424,486,314

    税収等収入 6,134,608,387

    国県等補助金収入 1,939,110,633

    使用料及び手数料収入 145,315,645

    その他の収入 205,451,649

    移転費用支出 4,908,678,847

      補助金等支出 2,871,942,767

      社会保障給付支出 1,602,366,700

      他会計への繰出支出 431,269,280

      その他の支出 3,100,100

    業務費用支出 3,557,378,150

      人件費支出 1,505,826,261

      物件費等支出 1,947,323,939

      支払利息支出 54,570,827

      その他の支出 49,657,123

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 8,466,056,997


