
【様式第1号】

会計：一般会計 （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 126,778,958,878   固定負債 32,133,618,037

    有形固定資産 117,499,915,306     地方債 24,112,859,851

      事業用資産 59,879,349,310     長期未払金 443,878,000

        土地 22,433,826,757     退職手当引当金 6,762,780,000

        立木竹 308,827,600     損失補償等引当金 60,000,000

        建物 81,083,424,049     その他 754,100,186

        建物減価償却累計額 -48,143,446,209   流動負債 3,803,906,162

        工作物 7,559,623,079     １年内償還予定地方債 3,294,159,558

        工作物減価償却累計額 -3,576,200,566     未払金 -

        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 384,595,750

        航空機 -     預り金 74,999,842

        航空機減価償却累計額 -     その他 50,151,012

        その他 - 負債合計 35,937,524,199

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 213,294,600   固定資産等形成分 130,663,774,390

      インフラ資産 56,351,476,448   余剰分（不足分） -34,720,702,889

        土地 11,224,694,261

        建物 715,660,000

        建物減価償却累計額 -503,892,442

        工作物 89,543,060,134

        工作物減価償却累計額 -52,280,258,805

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,652,213,300

      物品 3,473,203,250

      物品減価償却累計額 -2,204,113,702

    無形固定資産 18,446,617

      ソフトウェア 18,446,617

      その他 -

    投資その他の資産 9,260,596,955

      投資及び出資金 268,057,238

        有価証券 26,000,000

        出資金 242,057,238

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 771,163,036

      長期貸付金 1,043,170,600

      基金 7,253,406,353

        減債基金 311,603,335

        その他 6,941,803,018

      その他 -

      徴収不能引当金 -75,200,272

  流動資産 5,101,636,822

    現金預金 974,570,729

    未収金 263,427,735

    短期貸付金 92,221,900

    基金 3,792,593,612

      財政調整基金 3,792,593,612

      減債基金 -

    棚卸資産 4,920,290

    その他 -

    徴収不能引当金 -26,097,444 純資産合計 95,943,071,501

資産合計 131,880,595,700 負債及び純資産合計 131,880,595,700

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 （単位：円）

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

  経常費用 33,352,961,217

    業務費用 19,709,742,461

      人件費 7,838,475,454

        職員給与費 5,793,308,280

        賞与等引当金繰入額 384,595,750

        退職手当引当金繰入額 549,866,868

        その他 1,110,704,556

      物件費等 11,410,939,999

        物件費 6,983,032,273

        維持補修費 332,421,508

        減価償却費 4,095,486,218

        その他 -

      その他の業務費用 460,327,008

        支払利息 167,613,277

        徴収不能引当金繰入額 96,400,690

        その他 196,313,041

    移転費用 13,643,218,756

      補助金等 3,848,048,668

      社会保障給付 6,167,090,430

      他会計への繰出金 3,525,593,265

      その他 102,486,393

  経常収益 1,705,116,309

    使用料及び手数料 892,904,390

    その他 812,211,919

純経常行政コスト 31,647,844,908

  臨時損失 161,750,366

    災害復旧事業費 124,022,521

    資産除売却損 37,727,845

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 6,000,000

純行政コスト 31,695,526,290

    その他 -

  臨時利益 114,068,984

    資産売却益 108,068,984



【様式第3号】

会計：一般会計 （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 95,668,679,037 130,820,632,324 -35,151,953,287

  純行政コスト（△） -31,695,526,290 -31,695,526,290

  財源 31,884,060,683 31,884,060,683

    税収等 23,627,963,294 23,627,963,294

    国県等補助金 8,256,097,389 8,256,097,389

  本年度差額 188,534,393 188,534,393

  固定資産等の変動（内部変動） -268,766,868 268,766,868

    有形固定資産等の増加 2,525,220,017 -2,525,220,017

    有形固定資産等の減少 -4,229,613,744 4,229,613,744

    貸付金・基金等の増加 3,818,864,910 -3,818,864,910

    貸付金・基金等の減少 -2,383,238,051 2,383,238,051

  資産評価差額 9,500 9,500

  無償所管換等 182,402,020 182,402,020

  その他 -96,553,449 -70,502,586 -26,050,863

  本年度純資産変動額 274,392,464 -156,857,934 431,250,398

本年度末純資産残高 95,943,071,501 130,663,774,390 -34,720,702,889

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 （単位：円）

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 29,639,082,527

    業務費用支出 15,925,153,771

      人件費支出 7,747,433,001

      物件費等支出 7,824,126,074

      支払利息支出 167,613,277

      その他の支出 185,981,419

    移転費用支出 13,713,928,756

      補助金等支出 3,918,758,668

      社会保障給付支出 6,167,090,430

      他会計への繰出支出 3,525,593,265

      その他の支出 102,486,393

  業務収入 31,823,715,541

    税収等収入 23,582,047,930

    国県等補助金収入 6,530,021,389

    使用料及び手数料収入 899,805,345

    その他の収入 811,840,877

  臨時支出 124,022,521

    災害復旧事業費支出 124,022,521

    その他の支出 -

  臨時収入 403,990,000

業務活動収支 2,464,600,493

【投資活動収支】

  投資活動支出 5,624,657,545

    公共施設等整備費支出 2,038,342,024

    基金積立金支出 1,503,043,783

    投資及び出資金支出 62,140,738

    貸付金支出 2,021,131,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,595,976,929

    国県等補助金収入 1,322,086,000

    基金取崩収入 71,602,918

    貸付金元金回収収入 2,024,772,900

    資産売却収入 177,515,111

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,028,680,616

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,358,544,188

    地方債償還支出 3,308,593,176

    その他の支出 49,951,012

  財務活動収入 2,254,200,000

    地方債発行収入 2,254,200,000

前年度末歳計外現金残高 81,222,396

本年度歳計外現金増減額 -6,222,554

本年度末歳計外現金残高 74,999,842

本年度末現金預金残高 974,570,729

    その他の収入 -

財務活動収支 -1,104,344,188

本年度資金収支額 -668,424,311

前年度末資金残高 1,567,995,198

本年度末資金残高 899,570,887


