
【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 198,156,130,072   固定負債 73,596,917,119

    有形固定資産 181,334,109,577     地方債 67,483,314,119

      事業用資産 84,075,561,749     長期未払金 -

        土地 20,420,783,078     退職手当引当金 6,111,655,000

        立木竹 554,629,380     損失補償等引当金 1,052,000

        建物 134,181,151,270     その他 896,000

        建物減価償却累計額 -75,452,488,883   流動負債 9,360,767,932

        工作物 9,016,194,700     １年内償還予定地方債 7,905,480,829

        工作物減価償却累計額 -6,597,631,994     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 427,218,155

        航空機 -     預り金 1,026,370,178

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,698,770

        その他 - 負債合計 82,957,685,051

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,952,924,198   固定資産等形成分 204,495,712,844

      インフラ資産 96,786,646,135   余剰分（不足分） -79,717,367,104

        土地 14,712,415,291

        建物 1,817,633,323

        建物減価償却累計額 -1,005,398,217

        工作物 172,568,522,465

        工作物減価償却累計額 -91,575,708,440

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 269,181,713

      物品 3,610,740,379

      物品減価償却累計額 -3,138,838,686

    無形固定資産 5,592,288

      ソフトウェア 2,724,628

      その他 2,867,660

    投資その他の資産 16,816,428,207

      投資及び出資金 6,782,505,409

        有価証券 2,320,934,202

        出資金 4,461,571,207

        その他 -

      投資損失引当金 -517,134,158

      長期延滞債権 2,451,749,694

      長期貸付金 1,095,181,232

      基金 7,045,188,287

        減債基金 -

        その他 7,045,188,287

      その他 -

      徴収不能引当金 -41,062,257

  流動資産 9,579,900,719

    現金預金 1,723,118,009

    未収金 148,952,012

    短期貸付金 70,281,835

    基金 6,269,300,937

      財政調整基金 5,617,627,515

      減債基金 651,673,422

    棚卸資産 1,380,812,879

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,564,953 純資産合計 124,778,345,740

資産合計 207,736,030,791 負債及び純資産合計 207,736,030,791

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 32,425,522

純行政コスト 43,381,230,149

    その他 5,801,923

  臨時利益 74,544,266

    資産売却益 42,118,744

    資産除売却損 1,203,823,179

    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 42,173,735,351

  臨時損失 1,282,039,064

    災害復旧事業費 72,413,962

  経常収益 1,619,613,422

    使用料及び手数料 495,987,152

    その他 1,123,626,270

      社会保障給付 7,550,296,076

      他会計への繰出金 4,679,469,220

      その他 57,553,242

        その他 319,425,620

    移転費用 19,710,467,326

      補助金等 7,423,148,788

      その他の業務費用 738,571,110

        支払利息 379,294,013

        徴収不能引当金繰入額 39,851,477

        維持補修費 976,887,806

        減価償却費 6,619,532,195

        その他 -

        その他 820,382,564

      物件費等 15,819,124,372

        物件費 8,222,704,371

        職員給与費 5,753,144,133

        賞与等引当金繰入額 427,218,155

        退職手当引当金繰入額 524,441,113

  経常費用 43,793,348,773

    業務費用 24,082,881,447

      人件費 7,525,185,965

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 129,430,101,058 207,869,985,592 -78,439,884,534

  純行政コスト（△） -43,381,230,149 -43,381,230,149

  財源 39,460,226,965 39,460,226,965

    税収等 28,851,531,042 28,851,531,042

    国県等補助金 10,608,695,923 10,608,695,923

  本年度差額 -3,921,003,184 -3,921,003,184

  固定資産等の変動（内部変動） -2,643,520,614 2,643,520,614

    有形固定資産等の増加 5,328,842,118 -5,328,842,118

    有形固定資産等の減少 -7,325,068,660 7,325,068,660

    貸付金・基金等の増加 2,035,840,145 -2,035,840,145

    貸付金・基金等の減少 -2,683,134,217 2,683,134,217

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -730,242,134 -730,242,134

  その他 -510,000 -510,000 -

  本年度純資産変動額 -4,651,755,318 -3,374,272,748 -1,277,482,570

本年度末純資産残高 124,778,345,740 204,495,712,844 -79,717,367,104

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 714,362,163

本年度歳計外現金増減額 312,008,015

本年度末歳計外現金残高 1,026,370,178

本年度末現金預金残高 1,723,118,009

    その他の収入 -

財務活動収支 1,316,123,936

本年度資金収支額 -15,614,324

前年度末資金残高 712,362,155

本年度末資金残高 696,747,831

  財務活動支出 5,885,433,064

    地方債償還支出 5,884,761,064

    その他の支出 672,000

  財務活動収入 7,201,557,000

    地方債発行収入 7,201,557,000

    貸付金元金回収収入 165,255,754

    資産売却収入 67,162,882

    その他の収入 156,546,821

投資活動収支 -3,315,035,184

【財務活動収支】

    貸付金支出 131,508,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,756,407,799

    国県等補助金収入 852,603,646

    基金取崩収入 2,514,838,696

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,071,442,983

    公共施設等整備費支出 5,328,842,118

    基金積立金支出 1,600,681,390

    投資及び出資金支出 10,411,475

  臨時支出 72,413,962

    災害復旧事業費支出 72,413,962

    その他の支出 -

  臨時収入 51,372,000

業務活動収支 1,983,296,924

  業務収入 39,867,917,409

    税収等収入 28,703,272,306

    国県等補助金収入 9,704,720,277

    使用料及び手数料収入 482,595,064

    その他の収入 977,329,762

    移転費用支出 19,710,467,326

      補助金等支出 7,423,148,788

      社会保障給付支出 7,550,296,076

      他会計への繰出支出 4,679,469,220

      その他の支出 57,553,242

    業務費用支出 18,153,111,197

      人件費支出 7,773,633,520

      物件費等支出 9,722,923,027

      支払利息支出 379,294,013

      その他の支出 277,260,637

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 37,863,578,523


