
【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 109,964,133,259   固定負債 14,295,434,146

    有形固定資産 106,112,236,124     地方債 11,904,084,767

      事業用資産 17,300,591,145     長期未払金 -

        土地 2,919,514,576     退職手当引当金 2,390,394,659

        立木竹 3,981,762,379     損失補償等引当金 -

        建物 28,845,728,411     その他 954,720

        建物減価償却累計額 -18,856,296,136   流動負債 2,058,369,545

        工作物 1,862,247,445     １年内償還予定地方債 1,858,370,127

        工作物減価償却累計額 -1,478,920,275     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 108,194,211

        航空機 -     預り金 91,296,947

        航空機減価償却累計額 -     その他 508,260

        その他 - 負債合計 16,353,803,691

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 26,554,745   固定資産等形成分 111,790,045,723

      インフラ資産 88,549,659,017   余剰分（不足分） -15,958,216,647

        土地 195,780,136

        建物 263,796,000

        建物減価償却累計額 -263,795,990

        工作物 190,069,223,929

        工作物減価償却累計額 -101,790,441,378

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 75,096,320

      物品 1,448,870,172

      物品減価償却累計額 -1,186,884,210

    無形固定資産 7,105,560

      ソフトウェア 7,105,560

      その他 -

    投資その他の資産 3,844,791,575

      投資及び出資金 472,554,871

        有価証券 576,560

        出資金 471,978,311

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 39,951,408

      長期貸付金 -

      基金 3,334,023,035

        減債基金 629,727,883

        その他 2,704,295,152

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,737,739

  流動資産 2,221,499,508

    現金預金 362,066,444

    未収金 33,149,455

    短期貸付金 -

    基金 1,825,912,464

      財政調整基金 491,032,464

      減債基金 1,334,880,000

    棚卸資産 -

    その他 1,194,400

    徴収不能引当金 -823,255 純資産合計 95,831,829,076

資産合計 112,185,632,767 負債及び純資産合計 112,185,632,767

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 12,451,281,876

    その他 -

  臨時利益 4,653,486

    資産売却益 4,653,486

    資産除売却損 2,843,310

    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 12,364,041,622

  臨時損失 91,893,740

    災害復旧事業費 89,050,430

  経常収益 827,205,114

    使用料及び手数料 403,353,149

    その他 423,851,965

      社会保障給付 1,100,540,676

      他会計への繰出金 1,202,138,807

      その他 10,194,927

        その他 53,070,468

    移転費用 4,884,524,131

      補助金等 2,571,649,721

      その他の業務費用 158,337,800

        支払利息 104,510,134

        徴収不能引当金繰入額 757,198

        維持補修費 219,821,611

        減価償却費 4,354,732,347

        その他 -

        その他 86,589,035

      物件費等 6,475,138,162

        物件費 1,900,584,204

        職員給与費 1,478,463,397

        賞与等引当金繰入額 108,194,211

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 13,191,246,736

    業務費用 8,306,722,605

      人件費 1,673,246,643

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 98,757,781,199 115,452,511,904 -16,694,730,705

  純行政コスト（△） -12,451,281,876 -12,451,281,876

  財源 9,497,536,048 9,497,536,048

    税収等 7,832,285,979 7,832,285,979

    国県等補助金 1,665,250,069 1,665,250,069

  本年度差額 -2,953,745,828 -2,953,745,828

  固定資産等の変動（内部変動） -3,690,259,885 3,690,259,885

    有形固定資産等の増加 526,374,769 -526,374,769

    有形固定資産等の減少 -4,354,890,170 4,354,890,170

    貸付金・基金等の増加 466,462,007 -466,462,007

    貸付金・基金等の減少 -328,206,491 328,206,491

  資産評価差額 -5,040 -5,040

  無償所管換等 27,798,744 27,798,744

  その他 1 - 1

  本年度純資産変動額 -2,925,952,123 -3,662,466,181 736,514,058

本年度末純資産残高 95,831,829,076 111,790,045,723 -15,958,216,647

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 88,460,935

本年度歳計外現金増減額 2,836,012

本年度末歳計外現金残高 91,296,947

本年度末現金預金残高 362,066,444

    その他の収入 6,151,140

財務活動収支 -748,181,701

本年度資金収支額 -76,810,916

前年度末資金残高 347,580,413

本年度末資金残高 270,769,497

  財務活動支出 1,824,463,841

    地方債償還支出 1,823,335,241

    その他の支出 1,128,600

  財務活動収入 1,076,282,140

    地方債発行収入 1,070,131,000

    貸付金元金回収収入 2,369,166

    資産売却収入 4,653,486

    その他の収入 8,487,714

投資活動収支 -486,927,293

【財務活動収支】

    貸付金支出 2,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 500,812,083

    国県等補助金収入 159,232,262

    基金取崩収入 326,069,455

【投資活動収支】

  投資活動支出 987,739,376

    公共施設等整備費支出 526,374,769

    基金積立金支出 415,346,296

    投資及び出資金支出 44,018,311

  臨時支出 89,050,430

    災害復旧事業費支出 89,050,430

    その他の支出 -

  臨時収入 255,530,465

業務活動収支 1,158,298,078

  業務収入 9,826,075,832

    税収等収入 7,793,875,661

    国県等補助金収入 1,250,487,342

    使用料及び手数料収入 403,489,161

    その他の収入 378,223,668

    移転費用支出 4,887,942,831

      補助金等支出 2,571,649,721

      社会保障給付支出 1,100,540,676

      他会計への繰出支出 1,202,138,807

      その他の支出 13,613,627

    業務費用支出 3,946,314,958

      人件費支出 1,665,897,083

      物件費等支出 2,123,091,302

      支払利息支出 104,510,134

      その他の支出 52,816,439

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 8,834,257,789


