
【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 25,199,849,296   固定負債 6,309,485,395

    有形固定資産 23,950,041,055     地方債 5,449,443,395

      事業用資産 10,942,476,887     長期未払金 28,733,000

        土地 2,465,588,288     退職手当引当金 635,551,000

        立木竹 196,472,775     損失補償等引当金 155,660,000

        建物 18,634,968,585     その他 40,098,000

        建物減価償却累計額 -10,557,916,876   流動負債 661,871,000

        工作物 456,039,389     １年内償還予定地方債 579,768,000

        工作物減価償却累計額 -252,675,274     未払金 11,363,000

        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 59,396,000

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,344,000

        その他 - 負債合計 6,971,356,395

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 26,188,415,857

      インフラ資産 12,816,929,886   余剰分（不足分） -6,691,304,925

        土地 1,306,807,497

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 29,512,375,973

        工作物減価償却累計額 -18,004,791,584

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 2,538,000

      物品 355,995,915

      物品減価償却累計額 -165,361,633

    無形固定資産 85,213,344

      ソフトウェア 85,213,344

      その他 -

    投資その他の資産 1,164,594,897

      投資及び出資金 186,293,000

        有価証券 137,450,000

        出資金 48,843,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 22,831,204

      長期貸付金 25,336,000

      基金 930,945,693

        減債基金 329,599,389

        その他 601,346,304

      その他 -

      徴収不能引当金 -811,000

  流動資産 1,268,618,031

    現金預金 102,379,664

    未収金 1,675,383

    短期貸付金 -

    基金 988,566,561

      財政調整基金 988,566,561

      減債基金 -

    棚卸資産 176,190,423

    その他 -

    徴収不能引当金 -194,000 純資産合計 19,497,110,932

資産合計 26,468,467,327 負債及び純資産合計 26,468,467,327

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 15,049,152

純行政コスト 5,227,425,362

    その他 -

  臨時利益 40,918,056

    資産売却益 25,868,904

    資産除売却損 41,437,132

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -6,500,000

純経常行政コスト 5,233,406,286

  臨時損失 34,937,132

    災害復旧事業費 -

  経常収益 191,666,768

    使用料及び手数料 35,280,876

    その他 156,385,892

      社会保障給付 448,966,558

      他会計への繰出金 545,702,171

      その他 718,800

        その他 4,496,860

    移転費用 2,385,042,393

      補助金等 1,389,654,864

      その他の業務費用 43,556,985

        支払利息 39,829,125

        徴収不能引当金繰入額 -769,000

        維持補修費 96,217,738

        減価償却費 1,165,189,356

        その他 2,497,530

        その他 74,178,511

      物件費等 2,113,989,022

        物件費 850,084,398

        職員給与費 789,123,143

        賞与等引当金繰入額 59,396,000

        退職手当引当金繰入額 -40,213,000

  経常費用 5,425,073,054

    業務費用 3,040,030,661

      人件費 882,484,654

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 20,209,727,800 26,947,952,442 -6,738,224,642

  純行政コスト（△） -5,227,425,362 -5,227,425,362

  財源 4,503,146,323 4,503,146,323

    税収等 3,530,093,303 3,530,093,303

    国県等補助金 973,053,020 973,053,020

  本年度差額 -724,279,039 -724,279,039

  固定資産等の変動（内部変動） -771,198,756 771,198,756

    有形固定資産等の増加 436,013,185 -436,013,185

    有形固定資産等の減少 -1,171,421,277 1,171,421,277

    貸付金・基金等の増加 175,193,336 -175,193,336

    貸付金・基金等の減少 -210,984,000 210,984,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 11,662,171 11,662,171

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -712,616,868 -759,536,585 46,919,717

本年度末純資産残高 19,497,110,932 26,188,415,857 -6,691,304,925

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 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 102,379,664

    その他の収入 -

財務活動収支 -41,047,303

本年度資金収支額 -642,368

前年度末資金残高 103,022,032

本年度末資金残高 102,379,664

  財務活動支出 559,145,303

    地方債償還支出 542,499,783

    その他の支出 16,645,520

  財務活動収入 518,098,000

    地方債発行収入 518,098,000

    貸付金元金回収収入 2,971,000

    資産売却収入 38,541,281

    その他の収入 -

投資活動収支 -359,786,024

【財務活動収支】

    貸付金支出 245,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 249,525,281

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 208,013,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 609,311,305

    公共施設等整備費支出 471,218,396

    基金積立金支出 137,847,909

    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 -

業務活動収支 400,190,959

  業務収入 4,702,184,657

    税収等収入 3,532,948,430

    国県等補助金収入 973,053,020

    使用料及び手数料収入 39,797,315

    その他の収入 156,385,892

    移転費用支出 2,385,042,393

      補助金等支出 1,389,654,864

      社会保障給付支出 448,966,558

      他会計への繰出支出 545,702,171

      その他の支出 718,800

    業務費用支出 1,916,951,305

      人件費支出 923,825,654

      物件費等支出 950,285,097

      支払利息支出 39,829,125

      その他の支出 3,011,429

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 4,301,993,698


