
【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 40,056,023,250   固定負債 10,977,296,233

    有形固定資産 38,057,050,764     地方債 8,337,491,913

      事業用資産 14,388,324,891     長期未払金 -

        土地 10,002,005,700     退職手当引当金 2,589,715,000

        立木竹 306,281,900     損失補償等引当金 -

        建物 15,012,109,534     その他 50,089,320

        建物減価償却累計額 -11,265,645,368   流動負債 863,786,364

        工作物 393,996,049     １年内償還予定地方債 578,954,592

        工作物減価償却累計額 -141,846,445     未払金 -

        船舶 2,209,999     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -883,998     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 148,214,057

        航空機 -     預り金 106,651,603

        航空機減価償却累計額 -     その他 29,966,112

        その他 - 負債合計 11,841,082,597

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 80,097,520   固定資産等形成分 41,066,169,546

      インフラ資産 23,369,422,634   余剰分（不足分） -11,424,336,815

        土地 7,557,663,369

        建物 28,623,000

        建物減価償却累計額 -21,753,480

        工作物 41,075,080,954

        工作物減価償却累計額 -26,044,843,940

        その他 774,652,731

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,291,886,939

      物品減価償却累計額 -992,583,700

    無形固定資産 61,150,758

      ソフトウェア 61,150,743

      その他 15

    投資その他の資産 1,937,821,728

      投資及び出資金 40,080,173

        有価証券 7,038,173

        出資金 33,042,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 404,752,368

      長期貸付金 11,124,000

      基金 1,513,055,915

        減債基金 2,425,203

        その他 1,510,630,712

      その他 -

      徴収不能引当金 -31,190,728

  流動資産 1,426,892,078

    現金預金 358,748,489

    未収金 62,699,776

    短期貸付金 -

    基金 1,010,146,296

      財政調整基金 1,010,146,296

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,702,483 純資産合計 29,641,832,731

資産合計 41,482,915,328 負債及び純資産合計 41,482,915,328

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 8,295,175,112

    その他 -

  臨時利益 1,819,997

    資産売却益 1,819,997

    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 8,296,995,109

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 309,096,682

    使用料及び手数料 129,682,199

    その他 179,414,483

      社会保障給付 966,821,513

      他会計への繰出金 693,295,840

      その他 995,400

        その他 58,598,984

    移転費用 3,429,813,565

      補助金等 1,768,700,812

      その他の業務費用 129,709,783

        支払利息 64,315,147

        徴収不能引当金繰入額 6,795,652

        維持補修費 112,716,978

        減価償却費 1,084,556,315

        その他 -

        その他 241,217,774

      物件費等 2,781,423,773

        物件費 1,584,150,480

        職員給与費 1,875,712,839

        賞与等引当金繰入額 148,214,057

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 8,606,091,791

    業務費用 5,176,278,226

      人件費 2,265,144,670

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】

（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 30,164,972,958 40,695,896,789 -10,530,923,831

  純行政コスト（△） -8,295,175,112 -8,295,175,112

  財源 7,972,034,885 7,972,034,885

    税収等 6,531,455,553 6,531,455,553

    国県等補助金 1,440,579,332 1,440,579,332

  本年度差額 -323,140,227 -323,140,227

  固定資産等の変動（内部変動） 370,272,757 -370,272,757

    有形固定資産等の増加 2,667,132,444 -2,667,132,444

    有形固定資産等の減少 -2,670,735,493 2,670,735,493

    貸付金・基金等の増加 1,326,471,911 -1,326,471,911

    貸付金・基金等の減少 -952,596,105 952,596,105

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -200,000,000 - -200,000,000

  本年度純資産変動額 -523,140,227 370,272,757 -893,412,984

本年度末純資産残高 29,641,832,731 41,066,169,546 -11,424,336,815

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）

前年度末歳計外現金残高 107,268,402

本年度歳計外現金増減額 -616,799

本年度末歳計外現金残高 106,651,603

本年度末現金預金残高 358,748,489

    その他の収入 200,000,000

財務活動収支 414,089,119

本年度資金収支額 -245,388,188

前年度末資金残高 497,485,074

本年度末資金残高 252,096,886

  財務活動支出 831,310,881

    地方債償還支出 598,042,201

    その他の支出 233,268,680

  財務活動収入 1,245,400,000

    地方債発行収入 1,045,400,000

    貸付金元金回収収入 6,000,000

    資産売却収入 1,820,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,197,838,003

【財務活動収支】

    貸付金支出 6,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 702,076,233

    国県等補助金収入 254,594,233

    基金取崩収入 439,662,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,899,914,236

    公共施設等整備費支出 1,063,742,389

    基金積立金支出 830,171,847

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 214,028,468

業務活動収支 538,360,696

  業務収入 7,827,784,395

    税収等収入 6,546,854,614

    国県等補助金収入 971,956,631

    使用料及び手数料収入 129,558,667

    その他の収入 179,414,483

    移転費用支出 3,429,813,565

      補助金等支出 1,768,700,812

      社会保障給付支出 966,821,513

      他会計への繰出支出 693,295,840

      その他の支出 995,400

    業務費用支出 4,073,638,602

      人件費支出 2,253,857,013

      物件費等支出 1,696,867,458

      支払利息支出 64,315,147

      その他の支出 58,598,984

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 7,503,452,167


