
【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 478,373,817,331   固定負債 183,219,315,587

    有形固定資産 451,196,666,560     地方債 158,923,337,587

      事業用資産 237,069,468,886     長期未払金 -

        土地 87,513,773,723     退職手当引当金 24,295,978,000

        立木竹 582,071,000     損失補償等引当金 -

        建物 265,009,022,586     その他 -

        建物減価償却累計額 -136,520,868,477   流動負債 19,900,686,689

        工作物 18,734,227,339     １年内償還予定地方債 16,598,196,728

        工作物減価償却累計額 -9,697,932,657     未払金 4,833,423

        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 1,792,105,330

        航空機 -     預り金 1,505,551,208

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 203,120,002,276

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,449,175,372   固定資産等形成分 490,245,962,673

      インフラ資産 204,828,194,150   余剰分（不足分） -199,934,693,615

        土地 28,924,330,695

        建物 3,460,763,118

        建物減価償却累計額 -2,086,588,522

        工作物 374,552,567,065

        工作物減価償却累計額 -206,167,378,889

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,144,500,683

      物品 49,875,124,556

      物品減価償却累計額 -40,576,121,032

    無形固定資産 10,569,496

      ソフトウェア 10,569,496

      その他 -

    投資その他の資産 27,166,581,275

      投資及び出資金 12,305,659,173

        有価証券 5,650,000

        出資金 12,300,009,173

        その他 -

      投資損失引当金 -4,574,012,753

      長期延滞債権 2,318,422,030

      長期貸付金 10,348,520,073

      基金 6,960,402,162

        減債基金 1,520,913,604

        その他 5,439,488,558

      その他 -

      徴収不能引当金 -192,409,410

  流動資産 15,057,454,003

    現金預金 2,426,771,796

    未収金 764,661,652

    短期貸付金 172,452,765

    基金 11,699,692,577

      財政調整基金 11,699,692,577

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,124,787 純資産合計 290,311,269,058

資産合計 493,431,271,334 負債及び純資産合計 493,431,271,334

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 4,002,893

純行政コスト 131,830,008,048

    その他 14,674,675

  臨時利益 163,434,336

    資産売却益 159,431,443

    資産除売却損 115,251,082

    投資損失引当金繰入額 2,141,679,876

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 129,597,216,351

  臨時損失 2,396,226,033

    災害復旧事業費 124,620,400

  経常収益 7,817,857,670

    使用料及び手数料 3,219,178,623

    その他 4,598,679,047

      社会保障給付 32,695,637,543

      他会計への繰出金 11,197,766,324

      その他 148,821,231

        その他 695,335,965

    移転費用 64,250,933,535

      補助金等 20,208,708,437

      その他の業務費用 2,020,316,068

        支払利息 1,126,771,119

        徴収不能引当金繰入額 198,208,984

        維持補修費 1,704,455,849

        減価償却費 14,723,784,554

        その他 -

        その他 4,488,970,101

      物件費等 40,613,876,759

        物件費 24,185,636,356

        職員給与費 22,580,030,653

        賞与等引当金繰入額 1,792,105,330

        退職手当引当金繰入額 1,668,841,575

  経常費用 137,415,074,021

    業務費用 73,164,140,486

      人件費 30,529,947,659

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 290,950,416,642 478,190,046,908 -187,239,630,266

  純行政コスト（△） -131,830,008,048 -131,830,008,048

  財源 131,047,054,090 131,047,054,090

    税収等 93,294,770,977 93,294,770,977

    国県等補助金 37,752,283,113 37,752,283,113

  本年度差額 -782,953,958 -782,953,958

  固定資産等の変動（内部変動） 11,694,364,022 -11,694,364,022

    有形固定資産等の増加 26,706,579,217 -26,706,579,217

    有形固定資産等の減少 -14,919,401,039 14,919,401,039

    貸付金・基金等の増加 9,736,033,849 -9,736,033,849

    貸付金・基金等の減少 -9,828,848,005 9,828,848,005

  資産評価差額 3,830,937 3,830,937

  無償所管換等 357,720,806 357,720,806

  その他 -217,745,369 - -217,745,369

  本年度純資産変動額 -639,147,584 12,055,915,765 -12,695,063,349

本年度末純資産残高 290,311,269,058 490,245,962,673 -199,934,693,615

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 1,487,947,245

本年度歳計外現金増減額 17,603,963

本年度末歳計外現金残高 1,505,551,208

本年度末現金預金残高 2,426,771,796

    その他の収入 -

財務活動収支 9,718,908,699

本年度資金収支額 -2,835,089,021

前年度末資金残高 3,756,309,609

本年度末資金残高 921,220,588

  財務活動支出 16,461,050,301

    地方債償還支出 16,461,050,301

    その他の支出 -

  財務活動収入 26,179,959,000

    地方債発行収入 26,179,959,000

    貸付金元金回収収入 461,236,195

    資産売却収入 528,117,346

    その他の収入 5,552,000

投資活動収支 -23,701,585,049

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,541,176,330

    その他の支出 -

  投資活動収入 11,939,874,689

    国県等補助金収入 4,956,029,191

    基金取崩収入 5,988,939,957

【投資活動収支】

  投資活動支出 35,641,459,738

    公共施設等整備費支出 26,706,579,217

    基金積立金支出 4,029,498,315

    投資及び出資金支出 3,364,205,876

  臨時支出 124,620,400

    災害復旧事業費支出 124,620,400

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 11,147,587,329

  業務収入 133,801,774,931

    税収等収入 93,279,797,426

    国県等補助金収入 32,796,253,922

    使用料及び手数料収入 3,220,222,566

    その他の収入 4,505,501,017

    移転費用支出 64,250,933,535

      補助金等支出 20,208,708,437

      社会保障給付支出 32,695,637,543

      他会計への繰出支出 11,197,766,324

      その他の支出 148,821,231

    業務費用支出 58,278,633,667

      人件費支出 30,561,443,552

      物件費等支出 25,890,092,205

      支払利息支出 1,126,771,119

      その他の支出 700,326,791

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 122,529,567,202


