
【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 20,620,043,706   固定負債 6,321,152,954

    有形固定資産 19,190,857,631     地方債 6,112,137,164

      事業用資産 10,000,268,392     長期未払金 -

        土地 5,110,030,295     退職手当引当金 209,015,790

        立木竹 10,000,000     損失補償等引当金 -

        建物 14,256,771,013     その他 -

        建物減価償却累計額 -9,787,993,094   流動負債 736,481,758

        工作物 544,349,897     １年内償還予定地方債 561,813,137

        工作物減価償却累計額 -137,846,919     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 90,412,770

        航空機 -     預り金 84,255,851

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,057,634,712

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,957,200   固定資産等形成分 21,131,392,741

      インフラ資産 9,086,252,071   余剰分（不足分） -6,474,803,064

        土地 2,113,644,897

        建物 67,767,770

        建物減価償却累計額 -37,364,804

        工作物 20,848,719,521

        工作物減価償却累計額 -13,955,396,113

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 48,880,800

      物品 378,017,909

      物品減価償却累計額 -273,680,741

    無形固定資産 8,937,360

      ソフトウェア 5,878,200

      その他 3,059,160

    投資その他の資産 1,420,248,715

      投資及び出資金 48,989,000

        有価証券 -

        出資金 48,989,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 59,773,870

      長期貸付金 -

      基金 1,318,174,541

        減債基金 113,208,391

        その他 1,204,966,150

      その他 -

      徴収不能引当金 -6,688,696

  流動資産 1,094,180,683

    現金預金 561,730,772

    未収金 23,759,572

    短期貸付金 -

    基金 511,349,035

      財政調整基金 511,349,035

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,658,696 純資産合計 14,656,589,677

資産合計 21,714,224,389 負債及び純資産合計 21,714,224,389

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 7,445,948,364

    その他 -

  臨時利益 319,548

    資産売却益 319,548

    資産除売却損 3

    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 7,446,267,909

  臨時損失 3

    災害復旧事業費 -

  経常収益 86,421,687

    使用料及び手数料 26,913,178

    その他 59,508,509

      社会保障給付 961,312,219

      他会計への繰出金 894,926,805

      その他 98,456,755

        その他 35,015,169

    移転費用 3,334,091,320

      補助金等 1,379,395,541

      その他の業務費用 82,255,165

        支払利息 40,410,755

        徴収不能引当金繰入額 6,829,241

        維持補修費 112,105,674

        減価償却費 784,608,721

        その他 -

        その他 447,726,171

      物件費等 2,876,954,778

        物件費 1,980,240,383

        職員給与費 874,619,965

        賞与等引当金繰入額 90,412,770

        退職手当引当金繰入額 -173,370,573

  経常費用 7,532,689,596

    業務費用 4,198,598,276

      人件費 1,239,388,333

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 15,252,313,288 21,712,950,419 -6,460,637,131

  純行政コスト（△） -7,445,948,364 -7,445,948,364

  財源 6,717,654,766 6,717,654,766

    税収等 5,162,390,997 5,162,390,997

    国県等補助金 1,555,263,769 1,555,263,769

  本年度差額 -728,293,598 -728,293,598

  固定資産等の変動（内部変動） -714,127,665 714,127,665

    有形固定資産等の増加 1,074,250,685 -1,074,250,685

    有形固定資産等の減少 -1,157,017,698 1,157,017,698

    貸付金・基金等の増加 354,397,342 -354,397,342

    貸付金・基金等の減少 -985,757,994 985,757,994

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 132,569,987 132,569,987

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -595,723,611 -581,557,678 -14,165,933

本年度末純資産残高 14,656,589,677 21,131,392,741 -6,474,803,064

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 81,660,994

本年度歳計外現金増減額 2,594,857

本年度末歳計外現金残高 84,255,851

本年度末現金預金残高 561,730,772

    その他の収入 -

財務活動収支 302,976,713

本年度資金収支額 119,281,911

前年度末資金残高 358,193,010

本年度末資金残高 477,474,921

  財務活動支出 514,923,287

    地方債償還支出 514,923,287

    その他の支出 -

  財務活動収入 817,900,000

    地方債発行収入 817,900,000

    貸付金元金回収収入 13,040,000

    資産売却収入 319,647

    その他の収入 -

投資活動収支 168,068,758

【財務活動収支】

    貸付金支出 6,040,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,033,960,647

    国県等補助金収入 242,123,000

    基金取崩収入 778,478,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 865,891,889

    公共施設等整備費支出 701,841,810

    基金積立金支出 153,010,079

    投資及び出資金支出 5,000,000

  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 -351,763,560

  業務収入 6,554,954,379

    税収等収入 5,155,391,923

    国県等補助金収入 1,313,140,769

    使用料及び手数料収入 26,913,178

    その他の収入 59,508,509

    移転費用支出 3,334,091,320

      補助金等支出 1,379,395,541

      社会保障給付支出 961,312,219

      他会計への繰出支出 894,926,805

      その他の支出 98,456,755

    業務費用支出 3,572,626,619

      人件費支出 1,408,961,287

      物件費等支出 2,092,529,072

      支払利息支出 40,410,755

      その他の支出 30,725,505

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 6,906,717,939


