
【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 765,218,249,999   固定負債 400,724,374,126

    有形固定資産 739,415,128,363     地方債 267,088,975,148

      事業用資産 262,257,213,936     長期未払金 -

        土地 95,063,236,292     退職手当引当金 28,441,944,491

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

        建物 298,485,997,337     その他 105,193,454,487

        建物減価償却累計額 -162,572,053,304   流動負債 35,103,570,119

        工作物 19,379,731,581     １年内償還予定地方債 24,181,007,598

        工作物減価償却累計額 -10,226,711,377     未払金 6,905,041,154

        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 2,364,504,400

        航空機 -     預り金 1,652,816,967

        航空機減価償却累計額 -     その他 200,000

        その他 3,377,538 負債合計 435,827,944,245

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 21,541,564,869   固定資産等形成分 778,212,849,346

      インフラ資産 445,052,438,933   余剰分（不足分） -414,261,736,927

        土地 51,210,445,029

        建物 15,958,635,180

        建物減価償却累計額 -5,623,440,355

        工作物 643,453,637,208

        工作物減価償却累計額 -272,262,420,595

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 12,315,582,466

      物品 97,037,231,221

      物品減価償却累計額 -64,931,755,727

    無形固定資産 2,159,334,370

      ソフトウェア 10,569,496

      その他 2,148,764,874

    投資その他の資産 23,643,787,266

      投資及び出資金 3,546,127,668

        有価証券 5,650,000

        出資金 3,540,477,668

        その他 -

      投資損失引当金 -13,479,248

      長期延滞債権 3,078,267,877

      長期貸付金 9,403,294,271

      基金 7,360,402,222

        減債基金 1,520,913,604

        その他 5,839,488,618

      その他 745,046,849

      徴収不能引当金 -475,872,373

  流動資産 34,560,806,665

    現金預金 16,594,021,962

    未収金 4,796,262,430

    短期貸付金 170,558,567

    基金 12,824,040,780

      財政調整基金 12,824,040,780

      減債基金 -

    棚卸資産 251,551,628

    その他 200,000

    徴収不能引当金 -75,828,702 純資産合計 363,951,112,419

資産合計 799,779,056,664 負債及び純資産合計 799,779,056,664

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 136,215,675

純行政コスト 215,864,173,268

    その他 104,792,805

  臨時利益 344,765,518

    資産売却益 208,549,843

    資産除売却損 115,251,082

    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 215,864,274,499

  臨時損失 344,664,287

    災害復旧事業費 124,620,400

  経常収益 39,386,523,833

    使用料及び手数料 20,335,452,134

    その他 19,051,071,699

      社会保障給付 32,734,761,509

      他会計への繰出金 -

      その他 197,488,531

        その他 11,208,055,112

    移転費用 139,911,638,433

      補助金等 106,979,388,393

      その他の業務費用 14,651,934,782

        支払利息 2,952,881,673

        徴収不能引当金繰入額 490,997,997

        維持補修費 2,205,636,019

        減価償却費 24,469,599,940

        その他 648,350

        その他 6,457,036,719

      物件費等 61,518,142,255

        物件費 34,842,257,946

        職員給与費 28,245,549,489

        賞与等引当金繰入額 2,280,340,951

        退職手当引当金繰入額 2,186,155,703

  経常費用 255,250,798,332

    業務費用 115,339,159,899

      人件費 39,169,082,862

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 359,264,093,736 759,959,379,174 -400,695,285,438

  純行政コスト（△） -215,864,173,268 -215,864,173,268

  財源 217,181,316,877 217,181,316,877

    税収等 150,700,034,332 150,700,034,332

    国県等補助金 66,481,282,545 66,481,282,545

  本年度差額 1,317,143,609 1,317,143,609

  固定資産等の変動（内部変動） 17,891,918,429 -17,891,918,429

    有形固定資産等の増加 45,214,292,787 -45,214,292,787

    有形固定資産等の減少 -25,093,446,598 25,093,446,598

    貸付金・基金等の増加 16,824,301,131 -16,824,301,131

    貸付金・基金等の減少 -19,053,228,891 19,053,228,891

  資産評価差額 3,830,937 3,830,937

  無償所管換等 1,261,112,394 1,261,112,394

  その他 2,104,931,743 -903,391,588 3,008,323,331

  本年度純資産変動額 4,687,018,683 18,253,470,172 -13,566,451,489

本年度末純資産残高 363,951,112,419 778,212,849,346 -414,261,736,927

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 1,665,275,699

本年度歳計外現金増減額 -159,724,491

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 16,594,021,962

    その他の収入 10,265,000

財務活動収支 15,938,674,378

本年度資金収支額 4,046,394,989

前年度末資金残高 11,042,075,765

本年度末資金残高 15,088,470,754

  財務活動支出 23,445,649,622

    地方債償還支出 23,445,649,622

    その他の支出 -

  財務活動収入 39,384,324,000

    地方債発行収入 39,374,059,000

    貸付金元金回収収入 463,206,195

    資産売却収入 4,115,590,822

    その他の収入 804,337,492

投資活動収支 -29,751,992,245

【財務活動収支】

    貸付金支出 372,176,330

    その他の支出 2,280,000

  投資活動収入 18,620,096,656

    国県等補助金収入 6,810,119,190

    基金取崩収入 6,426,842,957

【投資活動収支】

  投資活動支出 48,372,088,901

    公共施設等整備費支出 42,750,937,221

    基金積立金支出 4,997,695,350

    投資及び出資金支出 249,000,000

  臨時支出 214,223,272

    災害復旧事業費支出 124,620,400

    その他の支出 89,602,872

  臨時収入 129,637,085

業務活動収支 17,859,712,856

  業務収入 247,370,309,116

    税収等収入 149,364,986,412

    国県等補助金収入 58,855,434,855

    使用料及び手数料収入 20,190,212,139

    その他の収入 18,959,675,710

    移転費用支出 139,911,638,433

      補助金等支出 106,979,388,393

      社会保障給付支出 32,734,761,509

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 197,488,531

    業務費用支出 89,514,371,640

      人件費支出 39,262,512,189

      物件費等支出 36,531,699,234

      支払利息支出 2,836,327,783

      その他の支出 10,883,832,434

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 229,426,010,073


