
【一般会計等】 【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 379,114,189,307   固定負債 83,965,194,125

    有形固定資産 361,881,410,241     地方債 69,006,211,125

      事業用資産 164,414,742,371     長期未払金 1,156,073,000

        土地 82,743,398,206     退職手当引当金 13,802,910,000

        立木竹 2,051,981,000     損失補償等引当金 -

        建物 174,824,121,950     その他 -

        建物減価償却累計額 -99,707,256,637   流動負債 7,488,545,956

        工作物 17,577,399,993     １年内償還予定地方債 6,129,867,888

        工作物減価償却累計額 -14,613,700,961     未払金 268,001,020

        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 1,090,677,048

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 4,425,724,634 負債合計 91,453,740,081

        その他減価償却累計額 -3,632,528,092 【純資産の部】

        建設仮勘定 745,602,278   固定資産等形成分 383,539,022,349

      インフラ資産 195,874,163,209   余剰分（不足分） -88,505,909,876

        土地 62,008,174,206

        建物 635,582,985

        建物減価償却累計額 -481,707,432

        工作物 281,188,392,061

        工作物減価償却累計額 -148,561,269,830

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,084,991,219

      物品 6,155,708,557

      物品減価償却累計額 -4,563,203,896

    無形固定資産 2,100,459,862

      ソフトウェア 2,008,541,283

      その他 91,918,579

    投資その他の資産 15,132,319,204

      投資及び出資金 7,627,009,046

        有価証券 221,296,577

        出資金 692,718,000

        その他 6,712,994,469

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 768,715,927

      長期貸付金 1,437,548

      基金 6,963,435,931

        減債基金 -

        その他 6,963,435,931

      その他 -

      徴収不能引当金 -228,279,248

  流動資産 7,372,663,247

    現金預金 2,680,893,067

    未収金 353,385,720

    短期貸付金 3,600,000

    基金 4,421,233,042

      財政調整基金 4,421,233,042

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -86,448,582 純資産合計 295,033,112,473

資産合計 386,486,852,554 負債及び純資産合計 386,486,852,554

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【一般会計等】 【様式第2号】

（単位：円）

    その他 -

純行政コスト 77,437,219,651

    その他 -

  臨時利益 59,661,180

    資産売却益 59,661,180

    資産除売却損 991,473,397

    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 76,505,407,434

  臨時損失 991,473,397

    災害復旧事業費 -

  経常収益 2,807,355,559

    使用料及び手数料 1,808,216,420

    その他 999,139,139

      社会保障給付 17,301,383,854

      他会計への繰出金 6,516,297,556

      その他 1,114,441,867

        その他 420,385,869

    移転費用 34,752,674,162

      補助金等 9,820,550,885

      その他の業務費用 1,231,189,788

        支払利息 637,312,298

        徴収不能引当金繰入額 173,491,621

        維持補修費 1,597,513,027

        減価償却費 11,492,472,236

        その他 -

        その他 387,558,817

      物件費等 27,721,290,680

        物件費 14,631,305,417

        職員給与費 12,733,318,485

        賞与等引当金繰入額 1,090,677,048

        退職手当引当金繰入額 1,396,054,013

  経常費用 79,312,762,993

    業務費用 44,560,088,831

      人件費 15,607,608,363

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



【一般会計等】 【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 294,626,454,712 384,354,159,779 -89,727,705,067

  純行政コスト（△） -77,437,219,651 -77,437,219,651

  財源 74,083,331,087 74,083,331,087

    税収等 56,069,396,787 56,069,396,787

    国県等補助金 18,013,934,300 18,013,934,300

  本年度差額 -3,353,888,564 -3,353,888,564

  固定資産等の変動（内部変動） -4,208,539,515 4,208,539,515

    有形固定資産等の増加 7,528,005,995 -7,528,005,995

    有形固定資産等の減少 -12,921,529,867 12,921,529,867

    貸付金・基金等の増加 3,547,808,894 -3,547,808,894

    貸付金・基金等の減少 -2,362,824,537 2,362,824,537

  資産評価差額 28,415,721 28,415,721

  無償所管換等 584,497,052 584,497,052

  その他 3,147,633,552 2,780,489,312 367,144,240

  本年度純資産変動額 406,657,761 -815,137,430 1,221,795,191

本年度末純資産残高 295,033,112,473 383,539,022,349 -88,505,909,876

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



【一般会計等】 【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 -

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 -

本年度末現金預金残高 2,680,893,067

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,364,148,943

本年度資金収支額 15,259,647

前年度末資金残高 2,665,633,420

本年度末資金残高 2,680,893,067

  財務活動支出 5,956,048,943

    地方債償還支出 5,956,048,943

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,591,900,000

    地方債発行収入 4,591,900,000

    貸付金元金回収収入 1,643,437,992

    資産売却収入 497,245,414

    その他の収入 -

投資活動収支 -8,078,750,637

【財務活動収支】

    貸付金支出 1,646,295,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,179,947,636

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 39,264,230

【投資活動収支】

  投資活動支出 10,258,698,273

    公共施設等整備費支出 7,275,387,222

    基金積立金支出 974,935,051

    投資及び出資金支出 362,081,000

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 9,458,159,227

  業務収入 76,891,476,295

    税収等収入 56,124,787,560

    国県等補助金収入 18,013,934,300

    使用料及び手数料収入 1,803,246,323

    その他の収入 949,508,112

    移転費用支出 34,752,674,162

      補助金等支出 9,820,550,885

      社会保障給付支出 17,301,383,854

      他会計への繰出支出 6,516,297,556

      その他の支出 1,114,441,867

    業務費用支出 32,680,642,906

      人件費支出 15,169,322,315

      物件費等支出 16,453,622,424

      支払利息支出 637,312,298

      その他の支出 420,385,869

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 67,433,317,068


