
【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 93,699,711,923   固定負債 23,570,575,770

    有形固定資産 87,513,312,832     地方債 22,204,322,730

      事業用資産 53,345,158,811     長期未払金 108,040

        土地 29,905,333,297     退職手当引当金 1,366,145,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 50,881,129,739     その他 -

        建物減価償却累計額 -28,098,707,949   流動負債 2,924,312,050

        工作物 1,456,309,168     １年内償還予定地方債 2,701,508,492

        工作物減価償却累計額 -813,244,244     未払金 932,142

        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 221,871,416

        航空機 -     預り金 -

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 26,494,887,820

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 14,338,800   固定資産等形成分 97,696,725,923

      インフラ資産 33,916,510,844   余剰分（不足分） -24,878,774,364

        土地 147,981,203

        建物 337,764,600

        建物減価償却累計額 -847,313

        工作物 97,031,793,618

        工作物減価償却累計額 -63,701,332,405

        その他 5,569,560

        その他減価償却累計額 -429,215

        建設仮勘定 96,010,796

      物品 1,782,027,021

      物品減価償却累計額 -1,530,383,844

    無形固定資産 13,006,934

      ソフトウェア 13,006,853

      その他 81

    投資その他の資産 6,173,392,157

      投資及び出資金 531,792,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 528,392,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 487,429,276

      長期貸付金 138,582,398

      基金 5,042,764,331

        減債基金 178,567,887

        その他 4,864,196,444

      その他 -

      徴収不能引当金 -27,175,848

  流動資産 5,613,127,456

    現金預金 1,218,595,405

    未収金 406,313,203

    短期貸付金 -

    基金 3,997,014,000

      財政調整基金 3,997,014,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -8,795,152 純資産合計 72,817,951,559

資産合計 99,312,839,379 負債及び純資産合計 99,312,839,379

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 -

純行政コスト 22,048,268,272

    その他 -

  臨時利益 8,299,189

    資産売却益 8,299,189

    資産除売却損 659,043

    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 22,055,908,418

  臨時損失 659,043

    災害復旧事業費 -

  経常収益 916,591,553

    使用料及び手数料 214,903,459

    その他 701,688,094

      社会保障給付 4,866,670,212

      他会計への繰出金 2,636,108,574

      その他 38,072,687

        その他 29,705,256

    移転費用 12,005,799,318

      補助金等 4,464,947,845

      その他の業務費用 -38,065,871

        支払利息 230,518,421

        徴収不能引当金繰入額 -298,289,548

        維持補修費 97,770,341

        減価償却費 3,153,410,245

        その他 4,277,480

        その他 975,571,565

      物件費等 6,915,444,530

        物件費 3,659,986,464

        職員給与費 3,229,188,952

        賞与等引当金繰入額 -103,651,523

        退職手当引当金繰入額 -11,787,000

  経常費用 22,972,499,971

    業務費用 10,966,700,653

      人件費 4,089,321,994

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 71,887,648,522 96,610,367,230 -24,722,718,708

  純行政コスト（△） -22,048,268,272 -22,048,268,272

  財源 22,296,044,095 22,296,044,095

    税収等 16,424,011,871 16,424,011,871

    国県等補助金 5,872,032,224 5,872,032,224

  本年度差額 247,775,823 247,775,823

  固定資産等の変動（内部変動） 403,831,479 -403,831,479

    有形固定資産等の増加 3,369,295,082 -3,369,295,082

    有形固定資産等の減少 -3,340,994,561 3,340,994,561

    貸付金・基金等の増加 2,309,951,608 -2,309,951,608

    貸付金・基金等の減少 -1,934,420,650 1,934,420,650

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 682,527,214 682,527,214

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 930,303,037 1,086,358,693 -156,055,656

本年度末純資産残高 72,817,951,559 97,696,725,923 -24,878,774,364

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 -

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 1,218,595,405

    その他の収入 -

財務活動収支 -39,412,924

本年度資金収支額 -169,855,218

前年度末資金残高 1,388,450,623

本年度末資金残高 1,218,595,405

  財務活動支出 2,857,492,924

    地方債償還支出 2,857,492,924

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,818,080,000

    地方債発行収入 2,818,080,000

    貸付金元金回収収入 3,967,678

    資産売却収入 17,499,016

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,570,605,516

【財務活動収支】

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,853,715,280

    国県等補助金収入 903,661,586

    基金取崩収入 928,587,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,424,320,796

    公共施設等整備費支出 3,191,569,636

    基金積立金支出 1,229,751,160

    投資及び出資金支出 -

  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 2,440,163,222

  業務収入 22,804,573,140

    税収等収入 16,545,963,570

    国県等補助金収入 5,313,191,861

    使用料及び手数料収入 215,855,159

    その他の収入 729,562,550

    移転費用支出 12,137,391,439

      補助金等支出 4,596,539,966

      社会保障給付支出 4,866,670,212

      他会計への繰出支出 2,636,108,574

      その他の支出 38,072,687

    業務費用支出 8,227,018,479

      人件費支出 4,204,760,517

      物件費等支出 3,769,470,939

      支払利息支出 230,518,421

      その他の支出 22,268,602

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 20,364,409,918


