
【全体】 【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 490,184,537,998   固定負債 123,647,342,174

    有形固定資産 477,353,780,420     地方債等 105,446,327,129

      事業用資産 172,964,726,693     長期未払金 1,156,073,000

        土地 85,738,734,882     退職手当引当金 17,040,638,111

        立木竹 4,128,832,218     損失補償等引当金 -

        建物 186,168,082,978     その他 4,303,934

        建物減価償却累計額 -107,841,228,750   流動負債 14,983,998,864

        工作物 18,163,070,517     １年内償還予定地方債等 9,779,226,525

        工作物減価償却累計額 -14,936,105,384     未払金 3,265,697,058

        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 1,633,038,231

        航空機 -     預り金 52,733,957

        航空機減価償却累計額 -     その他 253,303,093

        その他 4,495,228,618 負債合計 138,631,341,038

        その他減価償却累計額 -3,697,490,664 【純資産の部】

        建設仮勘定 745,602,278   固定資産等形成分 494,609,371,040

      インフラ資産 300,297,961,225   余剰分（不足分） -124,916,317,182

        土地 66,227,528,457   他団体出資等分 -

        建物 5,752,923,801

        建物減価償却累計額 -1,727,129,199

        工作物 400,066,315,506

        工作物減価償却累計額 -178,807,574,029

        その他 14,531,917,670

        その他減価償却累計額 -6,932,197,275

        建設仮勘定 1,186,176,294

      物品 13,602,774,516

      物品減価償却累計額 -9,511,682,014

    無形固定資産 2,119,069,746

      ソフトウェア 2,016,229,822

      その他 102,839,924

    投資その他の資産 10,711,687,832

      投資及び出資金 1,223,934,577

        有価証券 221,316,577

        出資金 692,718,000

        その他 309,900,000

      長期延滞債権 1,587,171,224

      長期貸付金 3,437,548

      基金 8,229,588,054

        減債基金 -

        その他 8,229,588,054

      その他 -

      徴収不能引当金 -332,443,571

  流動資産 18,139,856,898

    現金預金 10,421,460,025

    未収金 3,422,755,037

    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 37,599,037

    その他 15,120,930

    徴収不能引当金 -181,911,173

  繰延資産 - 純資産合計 369,693,053,858

資産合計 508,324,394,896 負債及び純資産合計 508,324,394,896

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【全体】 【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 87,413,483

    その他 8,154,166

純行政コスト 133,405,905,170

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 95,567,649

  臨時損失 991,473,397

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 991,473,397

    使用料及び手数料 20,123,211,815

    その他 -9,447,200,445

純経常行政コスト 132,509,999,422

      社会保障給付 17,316,791,888

      その他 1,117,468,967

  経常収益 10,676,011,370

        その他 1,755,669,021

    移転費用 74,322,898,281

      補助金等 55,888,637,426

      その他の業務費用 3,492,668,553

        支払利息 1,529,248,264

        徴収不能引当金繰入額 207,751,268

        維持補修費 2,198,902,264

        減価償却費 15,930,550,532

        その他 -46,818,424

        その他 1,286,197,875

      物件費等 41,048,654,092

        物件費 22,966,019,720

        職員給与費 19,766,527,747

        賞与等引当金繰入額 1,619,117,231

        退職手当引当金繰入額 1,649,947,013

  経常費用 143,186,010,792

    業務費用 68,863,112,511

      人件費 24,321,789,866

全体行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【全体】 【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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 335,000,942,371 510,309,647,825 -175,308,705,454 -

  純行政コスト（△） -133,405,905,170 -133,405,905,170 -

  財源 132,590,285,048 132,590,285,048 -

    税収等 100,155,021,891 100,155,021,891 -

    国県等補助金 32,435,263,157 32,435,263,157 -

  本年度差額 -815,620,122 -815,620,122 -

  固定資産等の変動（内部変動） -4,212,363,766 4,212,363,766

    有形固定資産等の増加 12,041,888,196 -12,041,888,196

    有形固定資産等の減少 -17,734,987,047 17,734,987,047

    貸付金・基金等の増加 4,285,087,542 -4,285,087,542

    貸付金・基金等の減少 -2,804,352,457 2,804,352,457

  資産評価差額 28,415,721 28,415,721

  無償所管換等 856,383,414 856,383,414

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 34,622,932,474 -12,372,712,154 46,995,644,628

  本年度純資産変動額 34,692,111,487 -15,700,276,785 50,392,388,272 -

本年度末純資産残高 369,693,053,858 494,609,371,040 -124,916,317,182 -

全体純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【全体】 【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 10,421,460,025

財務活動収支 -3,143,114,279

本年度資金収支額 1,962,652,401

前年度末資金残高 8,458,807,624

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 10,421,460,025

    地方債等償還支出 9,663,224,944

    その他の支出 1,489,335

  財務活動収入 6,521,600,000

    地方債等発行収入 6,521,600,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 525,114,442

    その他の収入 262,043,749

投資活動収支 -10,492,560,931

【財務活動収支】

  財務活動支出 9,664,714,279

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,420,579,524

    国県等補助金収入 939,719,111

    基金取崩収入 42,264,230

    貸付金元金回収収入 1,651,437,992

  投資活動支出 13,913,140,455

    公共施設等整備費支出 11,021,834,747

    基金積立金支出 1,235,010,708

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,656,295,000

    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 15,598,327,611

【投資活動収支】

    税収等収入 88,473,769,589

    国県等補助金収入 31,494,495,046

    使用料及び手数料収入 20,127,841,503

    その他の収入 1,914,746,501

  臨時支出 -

    移転費用支出 74,313,968,741

      補助金等支出 55,870,121,786

      社会保障給付支出 17,316,791,888

      その他の支出 1,127,055,067

  業務収入 142,010,852,639

    業務費用支出 52,098,556,287

      人件費支出 23,935,488,827

      物件費等支出 25,324,787,748

      支払利息支出 1,459,403,659

      その他の支出 1,378,876,053

全体資金収支計算書
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 126,412,525,028


