
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 97,230,777,926   固定負債 29,885,058,727

    有形固定資産 87,326,051,459     地方債 24,838,286,319

      事業用資産 60,061,592,110     長期未払金 -

        土地 40,086,515,799     退職手当引当金 2,689,246,732

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 49,058,349,273     その他 2,357,525,676

        建物減価償却累計額 -29,562,313,378   流動負債 3,440,704,039

        工作物 2,044,908,248     １年内償還予定地方債 2,270,555,024

        工作物減価償却累計額 -1,769,221,696     未払金 362,673,869

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 1,392,680

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 390,545,174

        航空機 -     預り金 330,200,539

        航空機減価償却累計額 -     その他 85,336,753

        その他 - 負債合計 33,325,762,766

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 203,353,864   固定資産等形成分 100,900,639,211

      インフラ資産 25,380,751,067   余剰分（不足分） -29,047,211,326

        土地 4,224,108,013

        建物 655,600,364

        建物減価償却累計額 -316,918,286

        工作物 50,306,786,958

        工作物減価償却累計額 -29,722,293,629

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 233,467,647

      物品 4,135,312,199

      物品減価償却累計額 -2,251,603,917

    無形固定資産 117,447,116

      ソフトウェア 114,755,660

      その他 2,691,456

    投資その他の資産 9,787,279,351

      投資及び出資金 284,507,000

        有価証券 250,000,000

        出資金 34,507,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,452,433,913

      長期貸付金 25,620,000

      基金 7,559,718,605

        減債基金 -

        その他 7,559,718,605

      その他 548,273,657

      徴収不能引当金 -83,273,824

  流動資産 7,948,412,725

    現金預金 3,626,247,716

    未収金 660,431,003

    短期貸付金 -

    基金 3,669,861,285

      財政調整基金 3,599,095,763

      減債基金 70,765,522

    棚卸資産 8,653,757

    その他 4,029,751

    徴収不能引当金 -20,810,787 純資産合計 71,853,427,885

資産合計 105,179,190,651 負債及び純資産合計 105,179,190,651

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    その他 335,332,808

純行政コスト 38,874,958,968

    その他 167,613,000

  臨時利益 335,332,808

    資産売却益 -

    資産除売却損 14,509,767

    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 39,028,169,009

  臨時損失 182,122,767

    災害復旧事業費 -

  経常収益 3,118,387,233

    使用料及び手数料 2,157,173,796

    その他 961,213,437

      社会保障給付 16,493,796,864

      他会計への繰出金 883,639,000

      その他 10,601,517

        その他 416,158,034

    移転費用 26,556,020,564

      補助金等 9,167,983,183

      その他の業務費用 693,306,923

        支払利息 201,131,369

        徴収不能引当金繰入額 76,017,520

        維持補修費 578,984,971

        減価償却費 2,536,604,278

        その他 -

        その他 406,284,151

      物件費等 9,511,243,011

        物件費 6,395,653,762

        職員給与費 4,411,000,572

        賞与等引当金繰入額 389,088,772

        退職手当引当金繰入額 179,612,249

  経常費用 42,146,556,242

    業務費用 15,590,535,678

      人件費 5,385,985,744

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



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 72,794,980,047 102,469,063,230 -29,674,083,183

  純行政コスト（△） -38,874,958,968 -38,874,958,968

  財源 37,868,807,326 37,868,807,326

    税収等 28,101,942,592 28,101,942,592

    国県等補助金 9,766,864,734 9,766,864,734

  本年度差額 -1,006,151,642 -1,006,151,642

  固定資産等の変動（内部変動） -1,630,877,887 1,630,877,887

    有形固定資産等の増加 1,644,576,903 -1,644,576,903

    有形固定資産等の減少 -2,548,583,418 2,548,583,418

    貸付金・基金等の増加 1,861,801,249 -1,861,801,249

    貸付金・基金等の減少 -2,588,672,621 2,588,672,621

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 62,453,868 62,453,868

  その他 2,145,612 - 2,145,612

  本年度純資産変動額 -941,552,162 -1,568,424,019 626,871,857

本年度末純資産残高 71,853,427,885 100,900,639,211 -29,047,211,326

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



【様式第4号】

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 596,966,139

本年度歳計外現金増減額 -316,128,053

本年度末歳計外現金残高 280,838,086

本年度末現金預金残高 3,626,247,716

    その他の収入 141,359,000

財務活動収支 -809,679,856

本年度資金収支額 -788,825,503

前年度末資金残高 4,134,235,133

本年度末資金残高 3,345,409,630

  財務活動支出 2,561,338,856

    地方債償還支出 2,461,917,779

    その他の支出 99,421,077

  財務活動収入 1,751,659,000

    地方債発行収入 1,610,300,000

    貸付金元金回収収入 90,238,000

    資産売却収入 49,450

    その他の収入 102,318,666

投資活動収支 -602,464,429

【財務活動収支】

    貸付金支出 93,040,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,345,997,116

    国県等補助金収入 181,826,000

    基金取崩収入 1,971,565,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,948,461,545

    公共施設等整備費支出 1,492,938,578

    基金積立金支出 1,312,482,967

    投資及び出資金支出 50,000,000

  臨時支出 174,633,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 174,633,000

  臨時収入 5,196,806

業務活動収支 623,318,782

  業務収入 40,641,419,176

    税収等収入 27,905,262,214

    国県等補助金収入 9,584,796,883

    使用料及び手数料収入 2,180,400,707

    その他の収入 970,959,372

    移転費用支出 26,838,218,212

      補助金等支出 9,450,180,831

      社会保障給付支出 16,493,796,864

      他会計への繰出支出 883,639,000

      その他の支出 10,601,517

    業務費用支出 13,010,445,988

      人件費支出 5,295,277,958

      物件費等支出 7,191,918,315

      支払利息支出 201,131,369

      その他の支出 322,118,346

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 39,848,664,200


