
【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 105,029,865,338   固定負債 25,323,462,026

    有形固定資産 97,844,169,354     地方債 24,225,745,370

      事業用資産 31,568,591,341     長期未払金 -

        土地 5,859,285,779     退職手当引当金 1,041,402,000

        立木竹 53,242,000     損失補償等引当金 -

        建物 48,409,213,100     その他 56,314,656

        建物減価償却累計額 -27,308,696,302   流動負債 3,194,385,271

        工作物 5,433,529,658     １年内償還予定地方債 2,850,816,981

        工作物減価償却累計額 -1,733,450,578     未払金 -

        船舶 18,616,600     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -13,780,596     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 221,130,581

        航空機 -     預り金 70,055,981

        航空機減価償却累計額 -     その他 52,381,728

        その他 - 負債合計 28,517,847,297

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 850,631,680   固定資産等形成分 109,397,241,662

      インフラ資産 65,634,916,670   余剰分（不足分） -27,592,255,388

        土地 222,529,534

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 250,676,332,294

        工作物減価償却累計額 -185,861,962,368

        その他 1,325,218,806

        その他減価償却累計額 -853,847,130

        建設仮勘定 126,645,534

      物品 3,398,905,008

      物品減価償却累計額 -2,758,243,665

    無形固定資産 228,115,398

      ソフトウェア 228,115,398

      その他 -

    投資その他の資産 6,957,580,586

      投資及び出資金 558,842,550

        有価証券 41,185,550

        出資金 517,657,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 278,060,967

      長期貸付金 1,608,000

      基金 6,131,943,881

        減債基金 -

        その他 6,131,943,881

      その他 -

      徴収不能引当金 -12,874,812

  流動資産 5,292,968,233

    現金預金 859,419,117

    未収金 46,457,901

    短期貸付金 -

    基金 4,367,376,324

      財政調整基金 1,603,322,376

      減債基金 2,764,053,948

    棚卸資産 21,815,942

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,101,051 純資産合計 81,804,986,274

資産合計 110,322,833,571 負債及び純資産合計 110,322,833,571

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 20,915,904,662

    その他 -

  臨時利益 51,652,718

    資産売却益 51,652,718

    資産除売却損 122,801,308

    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 20,052,254,945

  臨時損失 915,302,435

    災害復旧事業費 792,501,127

  経常収益 927,663,587

    使用料及び手数料 545,243,415

    その他 382,420,172

      社会保障給付 2,298,385,617

      他会計への繰出金 1,581,462,777

      その他 60,826,732

        その他 160,439,172

    移転費用 7,687,740,387

      補助金等 3,747,065,261

      その他の業務費用 363,748,509

        支払利息 188,333,474

        徴収不能引当金繰入額 14,975,863

        維持補修費 242,367,000

        減価償却費 4,476,443,876

        その他 -

        その他 1,009,425,183

      物件費等 8,500,459,452

        物件費 3,781,648,576

        職員給与費 2,813,558,337

        賞与等引当金繰入額 221,130,581

        退職手当引当金繰入額 383,856,083

  経常費用 20,979,918,532

    業務費用 13,292,178,145

      人件費 4,427,970,184

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 80,001,882,007 107,693,065,431 -27,691,183,424

  純行政コスト（△） -20,915,904,662 -20,915,904,662

  財源 19,394,113,355 19,394,113,355

    税収等 13,890,325,926 13,890,325,926

    国県等補助金 5,503,787,429 5,503,787,429

  本年度差額 -1,521,791,307 -1,521,791,307

  固定資産等の変動（内部変動） -1,620,719,343 1,620,719,343

    有形固定資産等の増加 3,381,572,172 -3,381,572,172

    有形固定資産等の減少 -4,604,310,012 4,604,310,012

    貸付金・基金等の増加 1,202,904,253 -1,202,904,253

    貸付金・基金等の減少 -1,600,885,756 1,600,885,756

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,324,895,574 3,324,895,574

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,803,104,267 1,704,176,231 98,928,036

本年度末純資産残高 81,804,986,274 109,397,241,662 -27,592,255,388

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 64,424,578

本年度歳計外現金増減額 5,631,403

本年度末歳計外現金残高 70,055,981

本年度末現金預金残高 859,419,117

    その他の収入 -

財務活動収支 66,641,160

本年度資金収支額 9,503,971

前年度末資金残高 779,859,165

本年度末資金残高 789,363,136

  財務活動支出 2,929,458,840

    地方債償還支出 2,875,681,752

    その他の支出 53,777,088

  財務活動収入 2,996,100,000

    地方債発行収入 2,996,100,000

    貸付金元金回収収入 50,005,000

    資産売却収入 56,717,546

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,660,338,316

【財務活動収支】

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,574,154,800

    国県等補助金収入 1,264,443,454

    基金取崩収入 1,202,988,800

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,234,493,116

    公共施設等整備費支出 3,381,572,172

    基金積立金支出 792,920,944

    投資及び出資金支出 10,000,000

  臨時支出 792,501,127

    災害復旧事業費支出 792,501,127

    その他の支出 -

  臨時収入 276,105,000

業務活動収支 1,603,201,127

  業務収入 18,764,978,216

    税収等収入 13,874,801,802

    国県等補助金収入 3,963,238,975

    使用料及び手数料収入 543,304,442

    その他の収入 383,632,997

    移転費用支出 7,687,740,387

      補助金等支出 3,747,065,261

      社会保障給付支出 2,298,385,617

      他会計への繰出支出 1,581,462,777

      その他の支出 60,826,732

    業務費用支出 8,957,640,575

      人件費支出 4,586,081,421

      物件費等支出 4,030,504,751

      支払利息支出 188,333,474

      その他の支出 152,720,929

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 16,645,380,962


