
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      14,167,229,946 　固定負債       2,843,922,111

　　有形固定資産      12,724,814,653 　　地方債等       2,664,603,171

　　　事業用資産       4,941,882,499 　　長期未払金                  －

　　　　土地         228,867,676 　　退職手当引当金         172,326,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       7,404,822,428 　　その他           6,992,940

　　　　建物減価償却累計額     △3,471,120,379 　流動負債         270,630,419

　　　　工作物       1,657,841,995 　　1年内償還予定地方債等         244,198,236

　　　　工作物減価償却累計額       △878,529,221 　　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          24,943,068

　　　　航空機                  － 　　預り金           1,489,115

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他                  － 負債合計       3,114,552,530

　　　　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      14,497,309,038

　　　インフラ資産       7,752,738,274 　余剰分（不足分）     △1,963,044,147

　　　　土地           2,294,129 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       1,263,639,000

　　　　建物減価償却累計額       △515,765,073

　　　　工作物      21,012,319,486

　　　　工作物減価償却累計額    △14,025,074,884

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          15,325,616

　　　物品         215,914,198

　　　物品減価償却累計額       △185,720,318

　　無形固定資産           5,251,680

　　　ソフトウェア           5,251,680

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       1,437,163,613

　　　投資及び出資金           4,236,056

　　　　有価証券             200,000

　　　　出資金           4,036,056

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           9,636,611

　　　長期貸付金                  －

　　　基金       1,124,234,970

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

全体

科目 金額



　　　　減債基金         122,986,560

　　　　その他       1,001,248,410

　　　その他         300,000,000

　　　徴収不能引当金           △944,024

　流動資産       1,481,587,475

　　現金預金         119,995,723

　　未収金          19,822,606

　　短期貸付金                  －

　　基金         330,079,092

　　　財政調整基金         330,079,092

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他       1,012,493,251

　　徴収不能引当金           △803,197

　繰延資産                  － 純資産合計      12,534,264,891

資産合計      15,648,817,421 負債及び純資産合計      15,648,817,421

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  2,744,902,246

　業務費用                  2,039,998,666

　　人件費                    461,861,001

　　　職員給与費                    351,052,376

　　　賞与等引当金繰入額                     24,943,068

　　　退職手当引当金繰入額                     23,031,000

　　　その他                     62,834,557

　　物件費等                  1,548,751,196

　　　物件費                    444,935,149

　　　維持補修費                    445,671,482

　　　減価償却費                    658,144,565

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     29,386,469

　　　支払利息                     21,308,976

　　　徴収不能引当金繰入額                        568,152

　　　その他                      7,509,341

　移転費用                    704,903,580

　　補助金等                    512,972,209

　　社会保障給付                     61,100,283

　　他会計への繰出金                    128,772,288

　　その他                      2,058,800

経常収益                    245,215,369

　使用料及び手数料                     94,648,735

　その他                    150,566,634

純経常行政コスト                  2,499,686,877

臨時損失                             －

　災害復旧事業費                             －

　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                             －

　その他                             －

臨時利益                        129,599

　資産売却益                        129,599

　その他                             －

純行政コスト                  2,499,557,278

全体行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成30年03月31日

科目 金額



14,784,757,463 △1,817,463,43012,967,294,033前年度末純資産残高 －

△2,499,557,278△2,499,557,278　純行政コスト（△） －

1,962,869,7361,962,869,736　財源 －

1,774,925,9381,774,925,938　　税収等 －

187,943,798187,943,798　　国県等補助金 －

△536,687,542△536,687,542　本年度差額 －

△391,106,825 391,106,825　固定資産等の変動（内部変動） －

461,097,664 △461,097,664　　有形固定資産等の増加 －

△758,627,350 758,627,350　　有形固定資産等の減少 －

222,957,903 △222,957,903　　貸付金・基金等の増加 －

△316,535,042 316,535,042　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

103,658,400103,658,400　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 －

－ －－　その他

△287,448,425 △145,580,717△433,029,142　本年度純資産変動額 －

14,497,309,038 △1,963,044,14712,534,264,891本年度末純資産残高 －

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

全体純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

全体

至 平成30年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  2,062,075,602

　　業務費用支出                  1,357,172,022

　　　人件費支出                    438,293,436

　　　物件費等支出                    894,054,232

　　　支払利息支出                     21,308,976

　　　その他の支出                      3,515,378

　　移転費用支出                    704,903,580

　　　補助金等支出                    512,972,209

　　　社会保障給付支出                     61,100,283

　　　他会計への繰出支出                    128,772,288

　　　その他の支出                      2,058,800

　業務収入                  2,136,376,703

　　税収等収入                  1,775,478,806

　　国県等補助金収入                    115,881,798

　　使用料及び手数料収入                     94,617,036

　　その他の収入                    150,399,063

　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                     74,301,101

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    586,948,008

　　公共施設等整備費支出                    360,614,880

　　基金積立金支出                    220,566,425

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                      5,766,703

　投資活動収入                    384,686,478

　　国県等補助金収入                     72,062,000

　　基金取崩収入                    312,494,878

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                        129,600

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △202,261,530

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    222,505,240

　　地方債等償還支出                    222,505,240

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    350,180,000

　　地方債等発行収入                    350,180,000

　　その他の収入                             －

全体資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成30年03月31日

科目 金額



財務活動収支                    127,674,760

本年度資金収支額                      △285,669

前年度末資金残高                    111,799,337

本年度末資金残高                    111,513,668

前年度末歳計外現金残高                      9,796,559

本年度歳計外現金増減額                    △1,314,504

本年度末歳計外現金残高                      8,482,055

本年度末現金預金残高                    119,995,723

全体資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成30年03月31日

科目 金額


