
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産      41,285,822,908 　固定負債       7,204,640,217

　　有形固定資産      33,934,767,546 　　地方債等       6,090,555,217

　　　事業用資産      11,690,188,230 　　長期未払金                  －

　　　　土地       3,493,167,054 　　退職手当引当金       1,114,085,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      17,511,063,567 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △9,383,337,586 　流動負債         845,803,926

　　　　工作物         155,779,780 　　1年内償還予定地方債等         737,954,541

　　　　工作物減価償却累計額        △86,484,585 　　未払金                  －

　　　　建設仮勘定                  － 　　未払費用                  －

　　　インフラ資産      22,127,616,511 　　前受金                  －

　　　　土地       1,793,378,355 　　前受収益                  －

　　　　建物       1,036,378,000 　　賞与等引当金          59,883,082

　　　　建物減価償却累計額       △572,787,832 　　預り金          47,966,303

　　　　工作物      54,167,514,606 　　その他                  －

　　　　工作物減価償却累計額    △34,306,413,818 負債合計       8,050,444,143

　　　　建設仮勘定           9,547,200 【純資産の部】                  －

　　　物品         764,530,767 　固定資産等形成分      42,089,122,292

　　　物品減価償却累計額       △647,567,962 　余剰分（不足分）     △7,743,226,144

　　無形固定資産          47,561,105 　他団体出資等分                  －

　　　ソフトウェア          47,561,105

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       7,303,494,257

　　　投資及び出資金       1,488,151,633

　　　　有価証券              75,000

　　　　出資金       1,488,076,633

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          10,726,295

　　　長期貸付金          24,407,500

　　　基金       5,781,357,903

　　　　減債基金                  －

　　　　その他       5,781,357,903

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △1,149,074

　流動資産       1,110,517,383

　　現金預金         305,512,386

　　未収金           1,705,613

　　短期貸付金           2,138,400

　　基金         801,160,984

　　　財政調整基金         475,119,174

　　　減債基金         326,041,810

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      34,345,896,148

資産合計      42,396,340,291 負債及び純資産合計      42,396,340,291

全体

貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  6,610,262,272

　業務費用                  4,186,168,747

　　人件費                    936,315,908

　　　職員給与費                    815,308,283

　　　賞与等引当金繰入額                     59,883,127

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     61,124,498

　　物件費等                  3,163,267,236

　　　物件費                  1,341,242,212

　　　維持補修費                    273,056,400

　　　減価償却費                  1,547,029,724

　　　その他                      1,938,900

　　その他の業務費用                     86,585,603

　　　支払利息                     74,772,766

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,149,074

　　　その他                     10,663,763

　移転費用                  2,424,093,525

　　補助金等                  2,010,952,932

　　社会保障給付                    401,108,593

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                     12,032,000

経常収益                    501,390,195

　使用料及び手数料                    199,539,852

　その他                    301,850,343

純経常行政コスト                  6,108,872,077

臨時損失                      5,093,792

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                      5,093,792

　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                      2,200,772

　資産売却益                      2,065,123

　その他                        135,649

純行政コスト                  6,111,765,097

行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



（単位：円）

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 34,931,182,475 42,442,348,340 △7,511,165,865 －

　純行政コスト（△） △6,111,765,097 △6,111,765,097 －

　財源 5,433,848,549 5,433,848,549 －

　　税収等 4,496,994,644 4,496,994,644 －

　　国県等補助金 936,853,905 936,853,905 －

　本年度差額 △677,916,548 △677,916,548 －

　固定資産等の変動（内部変動） △445,856,269 445,856,269 －

　　有形固定資産等の増加 508,591,705 △508,591,705 －

　　有形固定資産等の減少 △1,552,232,154 1,552,232,154 －

　　貸付金・基金等の増加 1,111,433,459 △1,111,433,459 －

　　貸付金・基金等の減少 △513,649,279 513,649,279 －

　資産評価差額 － －

　無償所管換等 92,630,221 92,630,221

　他団体出資等分の増加 － －

　他団体出資等分の減少 － －

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △585,286,327 △353,226,048 △232,060,279 －

本年度末純資産残高 34,345,896,148 42,089,122,292 △7,743,226,144 －

科目 合計

全体

純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



全体

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  5,021,097,130

　　業務費用支出                  2,597,003,605

　　　人件費支出                    933,417,915

　　　物件費等支出                  1,583,437,280

　　　支払利息支出                     74,772,766

　　　その他の支出                      5,375,644

　　移転費用支出                  2,424,093,525

　　　補助金等支出                  2,010,952,932

　　　社会保障給付支出                    401,108,593

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                     12,032,000

　業務収入                  5,921,909,180

　　税収等収入                  4,497,727,719

　　国県等補助金収入                    936,853,905

　　使用料及び手数料収入                    199,499,659

　　その他の収入                    287,827,897

　臨時支出                     37,854,000

　　災害復旧事業費支出                     37,854,000

　　その他の支出                             －

　臨時収入                             －

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  1,607,754,619

　　公共施設等整備費支出                    507,511,705

　　基金積立金支出                  1,091,322,914

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                      8,920,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    512,194,861

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                    509,391,000

　　貸付金元金回収収入                      1,710,100

　　資産売却収入                      1,093,761

　　その他の収入                             －

投資活動収支                △1,095,559,758

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    781,934,353

　　地方債等償還支出                    781,934,353

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    979,703,000

　　地方債等発行収入                    979,703,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                    197,768,647

本年度資金収支額                   △34,833,061

前年度末資金残高                    292,379,144

本年度末資金残高                    257,546,083

前年度末歳計外現金残高                     45,733,199

本年度歳計外現金増減額                      2,233,104

本年度末歳計外現金残高                     47,966,303

本年度末現金預金残高                    305,512,386

資金収支計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日


