
【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 25,844,674,478   固定負債 5,257,450,653

    有形固定資産 23,738,221,940     地方債 4,977,889,230

      事業用資産 9,765,967,056     長期未払金 -

        土地 1,089,013,690     退職手当引当金 254,781,423

        立木竹 1,850,675,700     損失補償等引当金 -

        建物 18,500,959,005     その他 24,780,000

        建物減価償却累計額 -12,018,857,517   流動負債 540,064,555

        工作物 995,584,451     １年内償還予定地方債 487,335,155

        工作物減価償却累計額 -651,408,273     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 40,145,000

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,584,400

        その他 - 負債合計 5,797,515,208

        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 26,612,307,641

      インフラ資産 13,658,401,406   余剰分（不足分） -5,731,981,839

        土地 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 37,154,869,093

        工作物減価償却累計額 -23,507,915,687

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 11,448,000

      物品 1,390,391,784

      物品減価償却累計額 -1,076,538,306

    無形固定資産 18,948,768

      ソフトウェア 18,948,768

      その他 -

    投資その他の資産 2,087,503,770

      投資及び出資金 37,763,000

        有価証券 2,080,000

        出資金 35,683,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 2,137,458

      長期貸付金 17,400,000

      基金 2,030,396,312

        減債基金 281,441,192

        その他 1,748,955,120

      その他 -

      徴収不能引当金 -193,000

  流動資産 833,166,532

    現金預金 64,512,299

    未収金 1,021,070

    短期貸付金 5,374,142

    基金 762,259,021

      財政調整基金 762,259,021

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 - 純資産合計 20,880,325,802

資産合計 26,677,841,010 負債及び純資産合計 26,677,841,010

一般会計等貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 19,526,070

純行政コスト 4,710,682,550

    その他 -

  臨時利益 20,849,722

    資産売却益 1,323,652

    資産除売却損 -

    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 4,731,532,272

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

  経常収益 174,202,363

    使用料及び手数料 105,842,551

    その他 68,359,812

      社会保障給付 115,625,287

      他会計への繰出金 384,865,800

      その他 1,388,832

        その他 16,259,480

    移転費用 1,831,353,400

      補助金等 1,329,473,481

      その他の業務費用 54,315,364

        支払利息 38,030,884

        徴収不能引当金繰入額 25,000

        維持補修費 85,385,423

        減価償却費 1,334,791,277

        その他 2,723,510

        その他 20,915,806

      物件費等 2,467,382,991

        物件費 1,044,482,781

        職員給与費 495,668,934

        賞与等引当金繰入額 40,145,000

        退職手当引当金繰入額 -4,046,860

  経常費用 4,905,734,635

    業務費用 3,074,381,235

      人件費 552,682,880

一般会計等行政コスト計算書
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 21,647,114,891 27,164,388,578 -5,517,273,687

  純行政コスト（△） -4,710,682,550 -4,710,682,550

  財源 3,943,893,461 3,943,893,461

    税収等 3,343,008,668 3,343,008,668

    国県等補助金 600,884,793 600,884,793

  本年度差額 -766,789,089 -766,789,089

  固定資産等の変動（内部変動） -552,080,937 552,080,937

    有形固定資産等の増加 757,221,789 -757,221,789

    有形固定資産等の減少 -1,334,795,431 1,334,795,431

    貸付金・基金等の増加 937,079,532 -937,079,532

    貸付金・基金等の減少 -911,586,827 911,586,827

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -766,789,089 -552,080,937 -214,708,152

本年度末純資産残高 20,880,325,802 26,612,307,641 -5,731,981,839

一般会計等純資産変動計算書
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 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 64,512,299

    その他の収入 -

財務活動収支 180,705,198

本年度資金収支額 -13,021,788

前年度末資金残高 77,534,087

本年度末資金残高 64,512,299

  財務活動支出 509,852,802

    地方債償還支出 497,105,002

    その他の支出 12,747,800

  財務活動収入 690,558,000

    地方債発行収入 690,558,000

    貸付金元金回収収入 46,836,175

    資産売却収入 1,327,806

    その他の収入 -

投資活動収支 -735,734,217

【財務活動収支】

    貸付金支出 35,800,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 912,914,633

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 864,750,652

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,648,648,850

    公共施設等整備費支出 757,221,789

    基金積立金支出 855,627,061

    投資及び出資金支出 -

  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 542,007,231

  業務収入 4,116,705,449

    税収等収入 3,342,874,455

    国県等補助金収入 600,884,793

    使用料及び手数料収入 105,842,551

    その他の収入 67,103,650

    移転費用支出 1,831,353,400

      補助金等支出 1,329,473,481

      社会保障給付支出 115,625,287

      他会計への繰出支出 384,865,800

      その他の支出 1,388,832

    業務費用支出 1,743,344,818

      人件費支出 556,462,740

      物件費等支出 1,132,591,714

      支払利息支出 38,030,884

      その他の支出 16,259,480

一般会計等資金収支計算書
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 3,574,698,218



【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 28,468,836,920   固定負債 6,706,711,722

    有形固定資産 26,187,418,120     地方債等 6,366,072,624

      事業用資産 10,683,989,126     長期未払金 -

        土地 1,104,206,708     退職手当引当金 289,450,885

        立木竹 1,850,675,700     損失補償等引当金 -

        建物 20,721,815,762     その他 51,188,213

        建物減価償却累計額 -13,493,596,446   流動負債 714,238,286

        工作物 1,365,015,526     １年内償還予定地方債等 622,850,356

        工作物減価償却累計額 -864,128,124     未払金 8,137,530

        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 70,666,000

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,584,400

        その他 - 負債合計 7,420,950,008

        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 29,236,470,083

      インフラ資産 15,108,331,424   余剰分（不足分） -7,058,690,736

        土地 -   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 39,905,176,211

        工作物減価償却累計額 -24,808,292,787

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 11,448,000

      物品 1,699,474,806

      物品減価償却累計額 -1,304,377,236

    無形固定資産 41,417,164

      ソフトウェア 39,486,264

      その他 1,930,900

    投資その他の資産 2,240,001,636

      投資及び出資金 37,763,000

        有価証券 2,080,000

        出資金 35,683,000

        その他 -

      長期延滞債権 6,432,214

      長期貸付金 17,400,000

      基金 2,178,752,422

        減債基金 281,441,192

        その他 1,897,311,230

      その他 -

      徴収不能引当金 -346,000

  流動資産 1,129,892,435

    現金預金 132,790,046

    未収金 225,326,130

    短期貸付金 5,374,142

    基金 762,259,021

      財政調整基金 762,259,021

      減債基金 -

    棚卸資産 4,143,096

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 22,177,779,347

資産合計 29,598,729,355 負債及び純資産合計 29,598,729,355

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 19,526,070

純行政コスト 5,766,117,958

    その他 -

  臨時利益 20,849,722

    資産売却益 1,323,652

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,703,474

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 106,175,030

純経常行政コスト 5,784,264,206

  臨時損失 2,703,474

      その他 4,070,232

  経常収益 569,319,988

    使用料及び手数料 463,144,958

    移転費用 2,209,468,348

      補助金等 2,089,715,834

      社会保障給付 115,682,282

        支払利息 66,836,529

        徴収不能引当金繰入額 7,000

        その他 29,864,293

        減価償却費 1,485,958,544

        その他 4,753,497

      その他の業務費用 96,707,822

      物件費等 3,033,493,006

        物件費 1,446,353,213

        維持補修費 96,427,752

        賞与等引当金繰入額 70,666,000

        退職手当引当金繰入額 43,361,415

        その他 110,077,717

    業務費用 4,144,115,846

      人件費 1,013,915,018

        職員給与費 789,809,886

全体行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 6,353,584,194



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 22,951,849,456 29,853,528,540 -6,901,679,084 -

  純行政コスト（△） -5,766,117,958 -5,766,117,958 -

  財源 4,992,047,849 4,992,047,849 -

    税収等 3,830,771,128 3,830,771,128 -

    国県等補助金 1,161,276,721 1,161,276,721 -

  本年度差額 -774,070,109 -774,070,109 -

  固定資産等の変動（内部変動） -617,058,457 617,058,457

    有形固定資産等の増加 829,239,429 -829,239,429

    有形固定資産等の減少 -1,579,503,176 1,579,503,176

    貸付金・基金等の増加 1,065,613,389 -1,065,613,389

    貸付金・基金等の減少 -932,408,099 932,408,099

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -774,070,109 -617,058,457 -157,011,652 -

本年度末純資産残高 22,177,779,347 29,236,470,083 -7,058,690,736 -

全体純資産変動計算書
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）

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 132,790,046

本年度末資金残高 132,790,046

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度資金収支額 -13,947,165

前年度末資金残高 146,737,211

比例連結割合変更に伴う差額 -

    地方債等発行収入 743,805,927

    その他の収入 -

財務活動収支 103,237,717

    地方債等償還支出 627,144,894

    その他の支出 13,423,316

  財務活動収入 743,805,927

投資活動収支 -824,169,891

【財務活動収支】

  財務活動支出 640,568,210

    貸付金元金回収収入 46,836,175

    資産売却収入 -538,668

    その他の収入 -

  投資活動収入 935,030,456

    国県等補助金収入 4,050,000

    基金取崩収入 884,682,949

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 35,800,000

    その他の支出 -

  投資活動支出 1,759,200,347

    公共施設等整備費支出 829,239,429

    基金積立金支出 894,160,918

  臨時収入 -

業務活動収支 706,985,009

【投資活動収支】

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

    国県等補助金収入 1,161,276,721

    使用料及び手数料収入 451,173,867

    その他の収入 104,918,868

      その他の支出 4,070,232

  業務収入 5,545,756,449

    税収等収入 3,828,386,993

    移転費用支出 2,209,468,348

      補助金等支出 2,089,715,834

      社会保障給付支出 115,682,282

      物件費等支出 1,547,548,408

      支払利息支出 66,836,529

      その他の支出 27,160,815

  業務支出 4,838,771,440

    業務費用支出 2,629,303,092

      人件費支出 987,757,340

全体資金収支計算書
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】



【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 29,024,660,410   固定負債 6,772,419,099

    有形固定資産 26,605,600,711     地方債等 6,426,038,484

      事業用資産 11,002,851,695     長期未払金 -

        土地 1,110,097,980     退職手当引当金 295,191,477

        立木竹 1,850,675,700     損失補償等引当金 -

        建物 21,866,337,777     その他 51,189,138

        建物減価償却累計額 -14,340,472,446   流動負債 742,800,416

        工作物 1,536,042,399     １年内償還予定地方債等 633,104,395

        工作物減価償却累計額 -1,019,829,715     未払金 13,565,975

        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 82,917,848

        航空機 -     預り金 627,495

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,584,703

        その他 - 負債合計 7,515,219,515

        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 29,792,365,781

      インフラ資産 15,108,331,424   余剰分（不足分） -7,111,027,103

        土地 -   他団体出資等分 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 39,905,176,211

        工作物減価償却累計額 -24,808,292,787

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 11,448,000

      物品 2,108,420,608

      物品減価償却累計額 -1,614,003,016

    無形固定資産 41,499,889

      ソフトウェア 39,496,989

      その他 2,002,900

    投資その他の資産 2,377,559,810

      投資及び出資金 37,763,000

        有価証券 2,080,000

        出資金 35,683,000

        その他 -

      長期延滞債権 6,483,007

      長期貸付金 17,400,000

      基金 2,316,262,450

        減債基金 281,441,192

        その他 2,034,821,258

      その他 -

      徴収不能引当金 -348,647

  流動資産 1,171,473,378

    現金預金 167,767,120

    未収金 228,195,178

    短期貸付金 5,374,142

    基金 762,331,229

      財政調整基金 762,331,229

      減債基金 -

    棚卸資産 6,758,563

    その他 1,047,146

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 424,405 純資産合計 22,681,338,678

資産合計 30,196,558,193 負債及び純資産合計 30,196,558,193

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    その他 19,526,070

純行政コスト 6,445,317,578

    その他 238

  臨時利益 20,849,722

    資産売却益 1,323,652

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,703,474

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 271,827,627

純経常行政コスト 6,463,463,588

  臨時損失 2,703,712

      その他 4,846,806

  経常収益 738,792,900

    使用料及び手数料 466,965,273

    移転費用 2,546,138,626

      補助金等 2,425,609,538

      社会保障給付 115,682,282

        支払利息 68,212,959

        徴収不能引当金繰入額 8,756

        その他 36,812,001

        減価償却費 1,559,300,394

        その他 18,190,768

      その他の業務費用 105,033,716

      物件費等 3,276,170,385

        物件費 1,582,348,472

        維持補修費 116,330,751

        賞与等引当金繰入額 82,917,848

        退職手当引当金繰入額 44,244,698

        その他 180,323,883

    業務費用 4,656,117,862

      人件費 1,274,913,761

        職員給与費 967,427,332

連結行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 7,202,256,488



【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 23,403,764,143 30,224,810,814 -6,821,046,671 -

  純行政コスト（△） -6,445,317,578 -6,445,317,578 -

  財源 5,633,874,078 5,633,874,078 -

    税収等 4,325,407,230 4,325,407,230 -

    国県等補助金 1,308,466,848 1,308,466,848 -

  本年度差額 -811,443,500 -811,443,500 -

  固定資産等の変動（内部変動） -621,769,858 621,769,858

    有形固定資産等の増加 862,921,851 -862,921,851

    有形固定資産等の減少 -1,618,169,058 1,618,169,058

    貸付金・基金等の増加 1,089,594,528 -1,089,594,528

    貸付金・基金等の減少 -956,117,179 956,117,179

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 88,941,599 189,324,825 -100,383,226 -

  その他 71,253 - 71,253

  本年度純資産変動額 -722,430,648 -432,445,033 -289,985,615 -

本年度末純資産残高 22,681,690,618 29,792,726,260 -7,111,035,642 -

連結純資産変動計算書
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）

本年度末歳計外現金残高 40

本年度末現金預金残高 167,767,120

本年度末資金残高 167,767,080

前年度末歳計外現金残高 2,104

本年度歳計外現金増減額 -2,064

本年度資金収支額 -13,901,461

前年度末資金残高 168,885,574

比例連結割合変更に伴う差額 12,782,967

    地方債等発行収入 743,805,927

    その他の収入 -

財務活動収支 81,665,658

    地方債等償還支出 648,716,953

    その他の支出 13,423,316

  財務活動収入 743,805,927

投資活動収支 -810,985,939

【財務活動収支】

  財務活動支出 662,140,269

    貸付金元金回収収入 53,461,435

    資産売却収入 -538,668

    その他の収入 14,764,715

  投資活動収入 1,006,973,806

    国県等補助金収入 46,257,110

    基金取崩収入 893,029,214

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 40,609,199

    その他の支出 -

  投資活動支出 1,817,959,745

    公共施設等整備費支出 860,230,952

    基金積立金支出 917,119,594

  臨時収入 -

業務活動収支 715,418,820

【投資活動収支】

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

    国県等補助金収入 1,266,259,738

    使用料及び手数料収入 454,994,182

    その他の収入 269,001,549

      その他の支出 4,846,806

  業務収入 6,316,257,212

    税収等収入 4,326,001,743

    移転費用支出 2,546,138,626

      補助金等支出 2,425,609,538

      社会保障給付支出 115,682,282

      物件費等支出 1,716,938,453

      支払利息支出 68,212,959

      その他の支出 33,798,930

  業務支出 5,600,838,392

    業務費用支出 3,054,699,766

      人件費支出 1,235,749,424

連結資金収支計算書
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】


