
【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 28,041,987,009   固定負債 5,098,621,438

    有形固定資産 24,826,319,876     地方債 4,405,058,438

      事業用資産 7,569,530,110     長期未払金 -

        土地 916,151,485     退職手当引当金 693,563,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,819,093,283     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,202,368,044   流動負債 732,930,445

        工作物 37,918,800     １年内償還予定地方債 690,808,000

        工作物減価償却累計額 -1,265,414     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 32,999,000

        航空機 -     預り金 9,123,445

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,831,551,883

        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 29,982,888,490

      インフラ資産 16,966,947,121   余剰分（不足分） -5,377,604,930

        土地 10,035,589

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 42,247,821,452

        工作物減価償却累計額 -25,299,312,320

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 8,402,400

      物品 730,279,899

      物品減価償却累計額 -440,437,254

    無形固定資産 26,701,524

      ソフトウェア 26,701,524

      その他 -

    投資その他の資産 3,188,965,609

      投資及び出資金 80,323,000

        有価証券 2,184,000

        出資金 78,139,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 239,484,623

      長期貸付金 -

      基金 2,891,547,986

        減債基金 64,542,784

        その他 2,827,005,202

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,390,000

  流動資産 2,394,848,434

    現金預金 446,295,606

    未収金 8,486,347

    短期貸付金 -

    基金 1,940,901,481

      財政調整基金 1,940,901,481

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -835,000 純資産合計 24,605,283,560

資産合計 30,436,835,443 負債及び純資産合計 30,436,835,443

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 5,791,391,179

    その他 29,239,232

  臨時利益 20,106,541

    資産売却益 20,106,541

    資産除売却損 341,042

    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 5,102,519,015

  臨時損失 708,978,705

    災害復旧事業費 679,398,431

  経常収益 125,495,854

    使用料及び手数料 55,688,845

    その他 69,807,009

      社会保障給付 110,718,188

      他会計への繰出金 208,458,732

      その他 922,000

        その他 2,383,747

    移転費用 1,268,434,543

      補助金等 948,335,623

      その他の業務費用 34,208,054

        支払利息 31,760,307

        徴収不能引当金繰入額 64,000

        維持補修費 183,422,825

        減価償却費 1,175,838,459

        その他 9,129,530

        その他 320,770,148

      物件費等 3,129,498,837

        物件費 1,761,108,023

        職員給与費 443,958,287

        賞与等引当金繰入額 32,999,000

        退職手当引当金繰入額 -1,854,000

  経常費用 5,228,014,869

    業務費用 3,959,580,326

      人件費 795,873,435

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 24,100,202,171 30,298,899,951 -6,198,697,780

  純行政コスト（△） -5,791,391,179 -5,791,391,179

  財源 6,027,179,842 6,027,179,842

    税収等 5,273,843,433 5,273,843,433

    国県等補助金 753,336,409 753,336,409

  本年度差額 235,788,663 235,788,663

  固定資産等の変動（内部変動） 351,033,521 -351,033,521

    有形固定資産等の増加 583,169,935 -583,169,935

    有形固定資産等の減少 -1,159,159,501 1,159,159,501

    貸付金・基金等の増加 1,333,368,087 -1,333,368,087

    貸付金・基金等の減少 -406,345,000 406,345,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 269,292,726 269,292,726

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 505,081,389 620,326,247 -115,244,858

本年度末純資産残高 24,605,283,560 30,919,226,198 -6,313,942,638

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 9,601,254

本年度歳計外現金増減額 -477,809

本年度末歳計外現金残高 9,123,445

本年度末現金預金残高 446,295,606

    その他の収入 -

財務活動収支 -506,241,562

本年度資金収支額 313,883,625

前年度末資金残高 123,288,536

本年度末資金残高 437,172,161

  財務活動支出 681,497,562

    地方債償還支出 681,497,562

    その他の支出 -

  財務活動収入 175,256,000

    地方債発行収入 175,256,000

    貸付金元金回収収入 15,000,000

    資産売却収入 20,267,532

    その他の収入 -

投資活動収支 -375,054,421

【財務活動収支】

    貸付金支出 15,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 147,558,532

    国県等補助金収入 112,291,000

    基金取崩収入 -

【投資活動収支】

  投資活動支出 522,612,953

    公共施設等整備費支出 507,612,953

    基金積立金支出 -

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 679,398,431

    災害復旧事業費支出 679,398,431

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,195,179,608

  業務収入 5,928,162,449

    税収等収入 5,159,938,866

    国県等補助金収入 641,045,409

    使用料及び手数料収入 57,371,165

    その他の収入 69,807,009

    移転費用支出 1,268,434,543

      補助金等支出 948,335,623

      社会保障給付支出 110,718,188

      他会計への繰出支出 208,458,732

      その他の支出 922,000

    業務費用支出 2,785,149,867

      人件費支出 797,345,435

      物件費等支出 1,956,044,125

      支払利息支出 31,760,307

      その他の支出 -

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 4,053,584,410


