
【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 228,643,623,272   固定負債 89,489,234,334

    有形固定資産 210,136,562,143     地方債 74,457,789,058

      事業用資産 84,118,395,627     長期未払金 -

        土地 20,463,616,955     退職手当引当金 6,371,047,000

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

        建物 134,326,367,470     その他 8,659,346,276

        建物減価償却累計額 -75,597,705,082   流動負債 10,447,847,435

        工作物 9,016,194,700     １年内償還予定地方債 8,578,134,378

        工作物減価償却累計額 -6,597,631,994     未払金 293,638,414

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 2,878,214

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 469,005,866

        航空機 -     預り金 1,097,857,403

        航空機減価償却累計額 -     その他 6,333,160

        その他 - 負債合計 99,937,081,769

        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 234,983,206,044

      インフラ資産 122,742,619,300   余剰分（不足分） -91,578,403,423

        土地 15,309,179,840

        建物 2,647,763,611

        建物減価償却累計額 -1,452,777,743

        工作物 218,836,969,313

        工作物減価償却累計額 -112,975,372,743

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 376,857,022

      物品 12,452,580,579

      物品減価償却累計額 -9,177,033,363

    無形固定資産 676,449,969

      ソフトウェア 2,724,628

      その他 673,725,341

    投資その他の資産 17,830,611,160

      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 2,582,297,810

      長期貸付金 1,095,181,232

      基金 7,955,694,830

        減債基金 -

        その他 7,955,694,830

      その他 -

      徴収不能引当金 -67,933,963

  流動資産 14,698,261,118

    現金預金 6,052,486,599

    未収金 758,833,484

    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 1,391,083,618

    その他 210,350,939

    徴収不能引当金 -54,076,294 純資産合計 143,404,802,621

資産合計 243,341,884,390 負債及び純資産合計 243,341,884,390

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 32,455,071

純行政コスト 63,164,483,210

    その他 5,801,923

  臨時利益 74,573,815

    資産売却益 42,118,744

    資産除売却損 1,245,270,552

    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 61,915,570,588

  臨時損失 1,323,486,437

    災害復旧事業費 72,413,962

  経常収益 4,323,222,171

    使用料及び手数料 2,797,942,537

    その他 1,525,279,634

      社会保障給付 7,560,968,186

      他会計への繰出金 1,803,950,000

      その他 57,728,442

        その他 460,024,094

    移転費用 38,529,441,155

      補助金等 29,106,794,527

      その他の業務費用 1,055,451,758

        支払利息 526,213,733

        徴収不能引当金繰入額 69,213,931

        維持補修費 1,053,106,531

        減価償却費 7,846,768,340

        その他 -

        その他 879,151,712

      物件費等 18,576,599,547

        物件費 9,676,724,676

        職員給与費 6,173,467,627

        賞与等引当金繰入額 461,708,880

        退職手当引当金繰入額 562,972,080

  経常費用 66,238,792,759

    業務費用 27,709,351,604

      人件費 8,077,300,299

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 146,206,710,732 236,103,036,506 -89,896,325,774

  純行政コスト（△） -63,164,483,210 -63,164,483,210

  財源 59,885,723,758 59,885,723,758

    税収等 42,712,157,938 42,712,157,938

    国県等補助金 17,173,565,820 17,173,565,820

  本年度差額 -3,278,759,452 -3,278,759,452

  固定資産等の変動（内部変動） -3,225,785,127 3,225,785,127

    有形固定資産等の増加 5,852,284,172 -5,852,284,172

    有形固定資産等の減少 -8,592,217,495 8,592,217,495

    貸付金・基金等の増加 2,228,946,168 -2,228,946,168

    貸付金・基金等の減少 -2,714,797,972 2,714,797,972

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -690,818,627 -690,818,627

  その他 1,167,669,968 2,796,773,292 -1,629,103,324

  本年度純資産変動額 -2,801,908,111 -1,119,830,462 -1,682,077,649

本年度末純資産残高 143,404,802,621 234,983,206,044 -91,578,403,423

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 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 6,052,486,599

    その他の収入 -

財務活動収支 677,702,163

本年度資金収支額 177,897,599

前年度末資金残高 4,848,218,822

本年度末資金残高 5,026,116,421

  財務活動支出 6,552,554,837

    地方債償還支出 6,551,882,837

    その他の支出 672,000

  財務活動収入 7,230,257,000

    地方債発行収入 7,230,257,000

    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 471,857,090

投資活動収支 -3,885,188,003

【財務活動収支】

    貸付金支出 131,508,000

    その他の支出 137,319,082

  投資活動収入 4,076,416,068

    国県等補助金収入 857,301,646

    基金取崩収入 2,514,838,696

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,961,604,071

    公共施設等整備費支出 5,891,707,683

    基金積立金支出 1,790,657,831

    投資及び出資金支出 10,411,475

  臨時支出 73,948,645

    災害復旧事業費支出 72,413,962

    その他の支出 1,534,683

  臨時収入 51,401,549

業務活動収支 3,385,383,439

  業務収入 62,613,420,865

    税収等収入 42,208,719,356

    国県等補助金収入 16,195,692,631

    使用料及び手数料収入 2,827,844,493

    その他の収入 1,381,164,385

    移転費用支出 38,529,442,755

      補助金等支出 29,106,794,527

      社会保障給付支出 7,560,968,186

      他会計への繰出支出 1,803,950,000

      その他の支出 57,730,042

    業務費用支出 20,676,047,575

      人件費支出 8,338,899,606

      物件費等支出 11,411,187,476

      支払利息支出 526,213,733

      その他の支出 399,746,760

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 59,205,490,330


