
【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 34,685,676,431   固定負債 6,883,876,474

    有形固定資産 31,265,320,382     地方債 6,060,544,097

      事業用資産 19,176,070,933     長期未払金 -

        土地 11,792,073,964     退職手当引当金 795,493,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,996,877,959     その他 27,839,377

        建物減価償却累計額 -7,688,919,027   流動負債 647,790,354

        工作物 6,058,200,780     １年内償還予定地方債 499,698,598

        工作物減価償却累計額 -3,994,327,863     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 71,899,261

        航空機 -     預り金 54,949,225

        航空機減価償却累計額 -     その他 21,243,270

        その他 - 負債合計 7,531,666,828

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,165,120   固定資産等形成分 36,349,801,622

      インフラ資産 11,990,730,695   余剰分（不足分） -7,225,940,833

        土地 3,717,356,034

        建物 859,468,433

        建物減価償却累計額 -725,952,542

        工作物 18,043,852,765

        工作物減価償却累計額 -10,831,022,072

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 927,028,077

      物品 692,966,636

      物品減価償却累計額 -594,447,882

    無形固定資産 92,010,863

      ソフトウェア 92,010,863

      その他 -

    投資その他の資産 3,328,345,186

      投資及び出資金 22,754,000

        有価証券 -

        出資金 22,754,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 94,892,601

      長期貸付金 22,066,607

      基金 3,190,537,344

        減債基金 -

        その他 3,190,537,344

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,905,366

  流動資産 1,969,851,186

    現金預金 277,820,888

    未収金 28,735,903

    短期貸付金 5,298,149

    基金 1,658,827,042

      財政調整基金 1,100,694,952

      減債基金 558,132,090

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -830,796 純資産合計 29,123,860,789

資産合計 36,655,527,617 負債及び純資産合計 36,655,527,617

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 6,368,306,331

    その他 -

  臨時利益 33,371,141

    資産売却益 33,371,141

    資産除売却損 29,720,036

    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 6,371,957,436

  臨時損失 29,720,036

    災害復旧事業費 -

  経常収益 235,134,864

    使用料及び手数料 102,912,077

    その他 132,222,787

      社会保障給付 910,531,133

      他会計への繰出金 420,967,246

      その他 18,170,600

        その他 44,094,542

    移転費用 2,783,556,650

      補助金等 1,433,887,671

      その他の業務費用 104,868,429

        支払利息 58,037,725

        徴収不能引当金繰入額 2,736,162

        維持補修費 166,263,294

        減価償却費 842,127,615

        その他 -

        その他 103,552,238

      物件費等 2,664,791,570

        物件費 1,656,400,661

        職員給与費 800,481,825

        賞与等引当金繰入額 71,899,261

        退職手当引当金繰入額 77,942,327

  経常費用 6,607,092,300

    業務費用 3,823,535,650

      人件費 1,053,875,651

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 29,568,385,917 36,609,178,980 -7,040,793,063

  純行政コスト（△） -6,368,306,331 -6,368,306,331

  財源 6,152,905,750 6,152,905,750

    税収等 4,311,914,145 4,311,914,145

    国県等補助金 1,840,991,605 1,840,991,605

  本年度差額 -215,400,581 -215,400,581

  固定資産等の変動（内部変動） -31,593,864 31,593,864

    有形固定資産等の増加 1,164,657,102 -1,164,657,102

    有形固定資産等の減少 -1,110,341,810 1,110,341,810

    貸付金・基金等の増加 395,151,281 -395,151,281

    貸付金・基金等の減少 -481,060,437 481,060,437

  資産評価差額 -197,579,879 -197,579,879

  無償所管換等 -62,839,034 -62,839,034

  その他 31,294,366 32,635,419 -1,341,053

  本年度純資産変動額 -444,525,128 -259,377,358 -185,147,770

本年度末純資産残高 29,123,860,789 36,349,801,622 -7,225,940,833

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 65,730,571

本年度歳計外現金増減額 -10,781,346

本年度末歳計外現金残高 54,949,225

本年度末現金預金残高 277,820,888

    その他の収入 -

財務活動収支 124,033,160

本年度資金収支額 -45,419,896

前年度末資金残高 268,291,559

本年度末資金残高 222,871,663

  財務活動支出 509,248,840

    地方債償還支出 486,508,420

    その他の支出 22,740,420

  財務活動収入 633,282,000

    地方債発行収入 633,282,000

    貸付金元金回収収入 6,348,189

    資産売却収入 296,959,100

    その他の収入 -

投資活動収支 -337,630,466

【財務活動収支】

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,131,678,554

    国県等補助金収入 434,479,844

    基金取崩収入 393,891,421

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,469,309,020

    公共施設等整備費支出 1,158,455,742

    基金積立金支出 310,853,278

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 25,093,800

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 25,093,800

  臨時収入 -

業務活動収支 168,177,410

  業務収入 5,948,671,717

    税収等収入 4,309,810,504

    国県等補助金収入 1,406,511,761

    使用料及び手数料収入 103,888,576

    その他の収入 128,460,876

    移転費用支出 2,783,556,650

      補助金等支出 1,433,887,671

      社会保障給付支出 910,531,133

      他会計への繰出支出 420,967,246

      その他の支出 18,170,600

    業務費用支出 2,971,843,857

      人件費支出 1,047,150,767

      物件費等支出 1,822,663,955

      支払利息支出 58,037,725

      その他の支出 43,991,410

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 5,755,400,507


