
【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 55,952,815,771   固定負債 12,605,675,115

    有形固定資産 49,415,174,449     地方債 11,197,061,922

      事業用資産 15,325,159,187     長期未払金 -

        土地 3,792,766,595     退職手当引当金 1,408,613,193

        立木竹 446,497,350     損失補償等引当金 -

        建物 26,046,418,210     その他 -

        建物減価償却累計額 -16,042,915,912   流動負債 1,431,207,916

        工作物 2,987,334,477     １年内償還予定地方債 1,286,123,299

        工作物減価償却累計額 -2,154,975,166     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 114,232,000

        航空機 -     預り金 30,852,617

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 14,036,883,031

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 250,033,633   固定資産等形成分 58,560,287,191

      インフラ資産 33,719,297,505   余剰分（不足分） -13,792,379,351

        土地 161,481,816

        建物 136,990,081

        建物減価償却累計額 -89,621,491

        工作物 70,381,561,978

        工作物減価償却累計額 -36,922,392,079

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 51,277,200

      物品 999,067,949

      物品減価償却累計額 -628,350,192

    無形固定資産 4,774,290

      ソフトウェア 4,774,290

      その他 -

    投資その他の資産 6,532,867,032

      投資及び出資金 3,352,427,000

        有価証券 -

        出資金 138,057,000

        その他 3,214,370,000

      投資損失引当金 -39,500,000

      長期延滞債権 52,458,072

      長期貸付金 210,000,000

      基金 2,962,863,587

        減債基金 -

        その他 2,962,863,587

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,381,627

  流動資産 2,851,975,100

    現金預金 230,569,759

    未収金 15,433,777

    短期貸付金 18,000,000

    基金 2,589,471,420

      財政調整基金 2,540,681,382

      減債基金 48,790,038

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,499,856 純資産合計 44,767,907,840

資産合計 58,804,790,871 負債及び純資産合計 58,804,790,871

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 9,620,864,210

    その他 -

  臨時利益 105,716

    資産売却益 105,716

    資産除売却損 7,526,159

    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 9,613,443,767

  臨時損失 7,526,159

    災害復旧事業費 -

  経常収益 310,293,636

    使用料及び手数料 147,397,372

    その他 162,896,264

      社会保障給付 731,193,352

      他会計への繰出金 1,085,509,574

      その他 1,313,301

        その他 24,022,414

    移転費用 4,182,183,093

      補助金等 2,364,166,866

      その他の業務費用 118,834,915

        支払利息 87,931,018

        徴収不能引当金繰入額 6,881,483

        維持補修費 174,831,957

        減価償却費 1,988,216,561

        その他 -

        その他 101,616,101

      物件費等 3,644,572,484

        物件費 1,481,523,966

        職員給与費 1,681,096,854

        賞与等引当金繰入額 114,232,000

        退職手当引当金繰入額 81,201,956

  経常費用 9,923,737,403

    業務費用 5,741,554,310

      人件費 1,978,146,911

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 44,939,475,196 59,078,864,686 -14,139,389,490

  純行政コスト（△） -9,620,864,210 -9,620,864,210

  財源 9,025,070,344 9,025,070,344

    税収等 7,673,002,704 7,673,002,704

    国県等補助金 1,352,067,640 1,352,067,640

  本年度差額 -595,793,866 -595,793,866

  固定資産等の変動（内部変動） -942,804,005 942,804,005

    有形固定資産等の増加 1,011,514,462 -1,011,514,462

    有形固定資産等の減少 -1,996,692,315 1,996,692,315

    貸付金・基金等の増加 319,946,534 -319,946,534

    貸付金・基金等の減少 -277,572,686 277,572,686

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 424,226,510 424,226,510

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -171,567,356 -518,577,495 347,010,139

本年度末純資産残高 44,767,907,840 58,560,287,191 -13,792,379,351

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 29,846,271

本年度歳計外現金増減額 1,006,346

本年度末歳計外現金残高 30,852,617

本年度末現金預金残高 230,569,759

    その他の収入 -

財務活動収支 -333,207,746

本年度資金収支額 27,099,324

前年度末資金残高 172,617,818

本年度末資金残高 199,717,142

  財務活動支出 1,351,407,746

    地方債償還支出 1,351,407,746

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,018,200,000

    地方債発行収入 1,018,200,000

    貸付金元金回収収入 23,725,000

    資産売却収入 1,055,311

    その他の収入 -

投資活動収支 -583,679,487

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 700,705,064

    国県等補助金収入 464,665,722

    基金取崩収入 211,259,031

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,284,384,551

    公共施設等整備費支出 1,011,514,462

    基金積立金支出 204,420,089

    投資及び出資金支出 68,450,000

  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 943,986,557

  業務収入 8,858,914,354

    税収等収入 7,666,623,926

    国県等補助金収入 887,401,918

    使用料及び手数料収入 147,369,972

    その他の収入 157,518,538

    移転費用支出 4,182,183,093

      補助金等支出 2,364,166,866

      社会保障給付支出 731,193,352

      他会計への繰出支出 1,085,509,574

      その他の支出 1,313,301

    業務費用支出 3,732,744,704

      人件費支出 1,964,461,694

      物件費等支出 1,669,202,743

      支払利息支出 87,931,018

      その他の支出 11,149,249

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 7,914,927,797


