
【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 30,772,106,588   固定負債 8,112,202,120

    有形固定資産 29,259,172,371     地方債 5,788,993,921

      事業用資産 11,050,746,575     長期未払金 -

        土地 5,095,868,980     退職手当引当金 1,088,467,000

        立木竹 215,862,864     損失補償等引当金 1,191,369,000

        建物 14,538,656,400     その他 43,372,199

        建物減価償却累計額 -9,087,537,709   流動負債 802,992,045

        工作物 1,399,218,100     １年内償還予定地方債 699,772,330

        工作物減価償却累計額 -1,111,322,060     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 62,145,413

        航空機 -     預り金 9,230,810

        航空機減価償却累計額 -     その他 31,843,492

        その他 - 負債合計 8,915,194,165

        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 31,839,543,416

      インフラ資産 18,021,435,794   余剰分（不足分） -8,850,389,435

        土地 2,022,528,741

        建物 193,141,400

        建物減価償却累計額 -80,055,967

        工作物 38,145,091,571

        工作物減価償却累計額 -22,433,386,951

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 174,117,000

      物品 905,408,015

      物品減価償却累計額 -718,418,013

    無形固定資産 508,683

      ソフトウェア 508,683

      その他 -

    投資その他の資産 1,512,425,534

      投資及び出資金 139,314,001

        有価証券 -

        出資金 139,314,001

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 42,635,127

      長期貸付金 31,680,850

      基金 1,300,855,871

        減債基金 423,275,939

        その他 877,579,932

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,060,315

  流動資産 1,132,241,558

    現金預金 55,184,981

    未収金 10,111,076

    短期貸付金 7,390,100

    基金 1,060,046,728

      財政調整基金 1,060,046,728

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -491,327 純資産合計 22,989,153,981

資産合計 31,904,348,146 負債及び純資産合計 31,904,348,146

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 731,962,000

純行政コスト 4,644,423,275

    その他 -

  臨時利益 732,196,650

    資産売却益 234,650

    資産除売却損 3,053,724

    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 5,373,566,201

  臨時損失 3,053,724

    災害復旧事業費 -

  経常収益 291,012,160

    使用料及び手数料 84,483,969

    その他 206,528,191

      社会保障給付 389,791,966

      他会計への繰出金 336,813,204

      その他 16,552,666

        その他 -

    移転費用 1,813,265,450

      補助金等 1,070,107,614

      その他の業務費用 49,154,580

        支払利息 47,972,915

        徴収不能引当金繰入額 1,181,665

        維持補修費 267,616,419

        減価償却費 1,200,126,633

        その他 -

        その他 742,502,827

      物件費等 2,534,617,096

        物件費 1,066,874,044

        職員給与費 462,892,995

        賞与等引当金繰入額 62,145,413

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,664,578,361

    業務費用 3,851,312,911

      人件費 1,267,541,235

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 22,959,831,768 32,594,180,800 -9,634,349,032

  純行政コスト（△） -4,644,423,275 -4,644,423,275

  財源 4,755,608,312 4,755,608,312

    税収等 3,853,731,351 3,853,731,351

    国県等補助金 901,876,961 901,876,961

  本年度差額 111,185,037 111,185,037

  固定資産等の変動（内部変動） -692,790,560 692,790,560

    有形固定資産等の増加 503,641,169 -503,641,169

    有形固定資産等の減少 -1,320,009,189 1,320,009,189

    貸付金・基金等の増加 239,692,282 -239,692,282

    貸付金・基金等の減少 -116,114,822 116,114,822

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -81,846,824 -81,846,824

  その他 -16,000 20,000,000 -20,016,000

  本年度純資産変動額 29,322,213 -754,637,384 783,959,597

本年度末純資産残高 22,989,153,981 31,839,543,416 -8,850,389,435

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 9,597,535

本年度歳計外現金増減額 -366,725

本年度末歳計外現金残高 9,230,810

本年度末現金預金残高 55,184,981

    その他の収入 -

財務活動収支 -62,513,703

本年度資金収支額 -24,005,218

前年度末資金残高 69,959,389

本年度末資金残高 45,954,171

  財務活動支出 750,518,703

    地方債償還支出 697,435,155

    その他の支出 53,083,548

  財務活動収入 688,005,000

    地方債発行収入 688,005,000

    貸付金元金回収収入 42,672,500

    資産売却収入 3,489,810

    その他の収入 20,000,000

投資活動収支 -490,860,274

【財務活動収支】

    貸付金支出 40,232,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 67,382,878

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 1,220,568

【投資活動収支】

  投資活動支出 558,243,152

    公共施設等整備費支出 377,935,497

    基金積立金支出 140,025,655

    投資及び出資金支出 50,000

  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 529,368,759

  業務収入 4,994,400,351

    税収等収入 3,853,711,904

    国県等補助金収入 901,876,961

    使用料及び手数料収入 84,259,945

    その他の収入 154,551,541

    移転費用支出 1,813,265,450

      補助金等支出 1,070,107,614

      社会保障給付支出 389,791,966

      他会計への繰出支出 336,813,204

      その他の支出 16,552,666

    業務費用支出 2,651,766,142

      人件費支出 1,269,302,764

      物件費等支出 1,334,486,563

      支払利息支出 47,972,915

      その他の支出 3,900

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 4,465,031,592


