
【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 272,717,538,062   固定負債 116,140,665,295

    有形固定資産 258,382,094,574     地方債等 77,738,953,179

      事業用資産 91,948,946,091     長期未払金 32,231,172

        土地 47,498,557,296     退職手当引当金 8,522,683,602

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 98,712,191,852     その他 29,846,797,342

        建物減価償却累計額 -58,602,088,474   流動負債 9,851,721,970

        工作物 3,146,770,505     １年内償還予定地方債等 7,947,125,512

        工作物減価償却累計額 -1,918,691,441     未払金 818,990,151

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 13,798,543

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 763,639,302

        航空機 -     預り金 126,872,280

        航空機減価償却累計額 -     その他 181,296,182

        その他 2,748,667 負債合計 125,992,387,265

        その他減価償却累計額 -2,611,234 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,081,472,480   固定資産等形成分 280,150,510,978

      インフラ資産 157,125,157,652   余剰分（不足分） -118,087,192,003

        土地 14,328,887,041

        建物 6,732,031,314

        建物減価償却累計額 -1,539,643,808

        工作物 282,617,100,832

        工作物減価償却累計額 -146,113,980,814

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,100,763,087

      物品 26,944,387,854

      物品減価償却累計額 -17,636,397,023

    無形固定資産 190,541,040

      ソフトウェア 186,808,440

      その他 3,732,600

    投資その他の資産 14,144,902,448

      投資及び出資金 1,165,106,000

        有価証券 -

        出資金 1,165,106,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,657,569,317

      長期貸付金 16,223,955

      基金 11,407,921,520

        減債基金 -

        その他 11,407,921,520

      その他 832,000

      徴収不能引当金 -102,750,344

  流動資産 15,338,168,178

    現金預金 6,305,610,357

    未収金 1,618,775,040

    短期貸付金 795,575,262

    基金 6,637,397,654

      財政調整基金 6,530,275,931

      減債基金 107,121,723

    棚卸資産 24,651,189

    その他 -

    徴収不能引当金 -43,841,324 純資産合計 162,063,318,975

資産合計 288,055,706,240 負債及び純資産合計 288,055,706,240

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 11,424,462

純行政コスト 57,890,046,992

    その他 333,297,748

  臨時利益 19,162,306

    資産売却益 7,737,844

    資産除売却損 97,480,190

    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 57,136,791,664

  臨時損失 772,417,634

    災害復旧事業費 341,639,696

  経常収益 8,752,984,792

    使用料及び手数料 7,161,951,350

    その他 1,591,033,442

      社会保障給付 22,980,284,634

      他会計への繰出金 -

      その他 47,031,505

        その他 781,290,830

    移転費用 31,542,071,622

      補助金等 8,514,755,483

      その他の業務費用 2,030,830,595

        支払利息 1,117,752,610

        徴収不能引当金繰入額 131,787,155

        維持補修費 1,145,666,828

        減価償却費 9,728,545,097

        その他 487,780

        その他 992,432,103

      物件費等 20,925,052,535

        物件費 10,050,352,830

        職員給与費 9,093,654,239

        賞与等引当金繰入額 757,244,289

        退職手当引当金繰入額 548,491,073

  経常費用 65,889,776,456

    業務費用 34,347,704,834

      人件費 11,391,821,704

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 163,573,708,825 286,428,882,420 -122,855,173,595

  純行政コスト（△） -57,890,046,992 -57,802,398,992

  財源 56,450,744,213 56,363,096,213

    税収等 41,649,636,038 41,649,636,038

    国県等補助金 14,801,108,175 14,713,460,175

  本年度差額 -1,439,302,779 -1,439,302,779

  固定資産等の変動（内部変動） -6,175,479,426 6,175,479,426

    有形固定資産等の増加 3,149,992,462 -3,149,992,462

    有形固定資産等の減少 -9,979,292,137 9,979,292,137

    貸付金・基金等の増加 1,913,567,396 -1,913,567,396

    貸付金・基金等の減少 -1,259,747,147 1,259,747,147

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -102,892,016 -102,892,016

  その他 31,804,945 - 31,804,945

  本年度純資産変動額 -1,510,389,850 -6,278,371,442 4,767,981,592

本年度末純資産残高 162,063,318,975 280,150,510,978 -118,087,192,003

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 145,773,811

本年度歳計外現金増減額 -24,080,102

本年度末歳計外現金残高 121,693,709

本年度末現金預金残高 6,305,610,357

    その他の収入 174,024,150

財務活動収支 -3,427,289,666

本年度資金収支額 453,567,622

前年度末資金残高 5,730,349,026

本年度末資金残高 6,183,916,648

  財務活動支出 8,436,513,816

    地方債等償還支出 8,197,587,666

    その他の支出 238,926,150

  財務活動収入 5,009,224,150

    地方債等発行収入 4,835,200,000

    貸付金元金回収収入 82,684,787

    資産売却収入 122,283,866

    その他の収入 -4,418,586

投資活動収支 -2,840,734,478

【財務活動収支】

    貸付金支出 560,000,000

    その他の支出 6,622,170

  投資活動収入 1,775,704,645

    国県等補助金収入 873,729,734

    基金取崩収入 701,424,844

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,616,439,123

    公共施設等整備費支出 3,031,388,192

    基金積立金支出 1,018,428,761

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 653,880,973

    災害復旧事業費支出 341,639,696

    その他の支出 312,241,277

  臨時収入 146,069,462

業務活動収支 6,721,591,766

  業務収入 63,217,561,566

    税収等収入 41,431,105,939

    国県等補助金収入 13,062,579,346

    使用料及び手数料収入 7,138,543,652

    その他の収入 1,585,332,629

    移転費用支出 31,542,071,622

      補助金等支出 8,514,755,483

      社会保障給付支出 22,980,284,634

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 47,031,505

    業務費用支出 24,446,086,667

      人件費支出 11,342,182,047

      物件費等支出 11,270,014,997

      支払利息支出 1,117,752,610

      その他の支出 716,137,013

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 55,988,158,289


