
【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 258,624,172,518   固定負債 102,531,414,774

    有形固定資産 248,431,125,078     地方債等 65,921,481,149

      事業用資産 71,241,628,519     長期未払金 1,684,800,516

        土地 42,021,832,690     退職手当引当金 6,198,920,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 75,025,795,443     その他 28,726,213,109

        建物減価償却累計額 -46,537,564,921   流動負債 9,566,690,224

        工作物 962,124,532     １年内償還予定地方債等 6,368,920,048

        工作物減価償却累計額 -230,559,225     未払金 1,936,402,724

        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 538,588,000

        航空機 -     預り金 715,069,452

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,710,000

        その他 - 負債合計 112,098,104,998

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 263,980,923,512

      インフラ資産 176,809,052,596   余剰分（不足分） -103,593,135,919

        土地 49,659,960,795   他団体出資等分 -

        建物 4,113,953,715

        建物減価償却累計額 -1,945,761,923

        工作物 190,385,902,394

        工作物減価償却累計額 -71,418,459,982

        その他 11,192,787,878

        その他減価償却累計額 -5,702,876,401

        建設仮勘定 523,546,120

      物品 2,517,509,786

      物品減価償却累計額 -2,137,065,823

    無形固定資産 4,239,507,617

      ソフトウェア 101,723,749

      その他 4,137,783,868

    投資その他の資産 5,953,539,823

      投資及び出資金 34,714,600

        有価証券 1,500,000

        出資金 33,214,600

        その他 -

      長期延滞債権 1,240,383,545

      長期貸付金 33,001,031

      基金 4,857,807,187

        減債基金 129,559,287

        その他 4,728,247,900

      その他 51,460

      徴収不能引当金 -212,418,000

  流動資産 13,722,912,739

    現金預金 6,831,438,518

    未収金 1,505,509,841

    短期貸付金 -

    基金 5,356,750,994

      財政調整基金 5,356,750,994

      減債基金 -

    棚卸資産 4,302,903

    その他 40,005,930

    徴収不能引当金 -15,095,447

  繰延資産 138,807,334 純資産合計 160,387,787,593

資産合計 272,485,892,591 負債及び純資産合計 272,485,892,591

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 51,800,632

    その他 1,882,493

純行政コスト 72,858,929,410

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 357,403,292

  臨時利益 53,683,125

  臨時損失 503,717,750

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 146,314,458

    使用料及び手数料 5,330,851,513

    その他 1,384,650,042

純経常行政コスト 72,408,894,785

      社会保障給付 8,967,543,743

      その他 169,296,786

  経常収益 6,715,501,555

        その他 442,364,949

    移転費用 52,032,584,009

      補助金等 42,895,743,480

      その他の業務費用 1,261,499,967

        支払利息 840,403,448

        徴収不能引当金繰入額 -21,268,430

        維持補修費 816,082,554

        減価償却費 6,468,815,527

        その他 9,145,745

        その他 757,137,695

      物件費等 16,298,074,399

        物件費 9,004,030,573

        職員給与費 6,333,866,270

        賞与等引当金繰入額 530,899,000

        退職手当引当金繰入額 1,910,335,000

  経常費用 79,124,396,340

    業務費用 27,091,812,331

      人件費 9,532,237,965

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】

（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 161,119,599,041 263,165,698,533 -102,046,099,492 -

  純行政コスト（△） -72,858,929,410 -72,858,929,410 -

  財源 71,506,892,571 71,506,892,571 -

    税収等 53,518,089,918 53,518,089,918 -

    国県等補助金 17,988,802,653 17,988,802,653 -

  本年度差額 -1,352,036,839 -1,352,036,839 -

  固定資産等の変動（内部変動） 815,224,979 -815,224,979

    有形固定資産等の増加 7,867,452,280 -7,867,452,280

    有形固定資産等の減少 -6,606,112,481 6,606,112,481

    貸付金・基金等の増加 8,462,143,288 -8,462,143,288

    貸付金・基金等の減少 -8,908,258,108 8,908,258,108

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 620,225,391 0 620,225,391

  本年度純資産変動額 -731,811,448 815,224,979 -1,547,036,427 -

本年度末純資産残高 160,387,787,593 263,980,923,512 -103,593,135,919 -

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 613,379,997

本年度歳計外現金増減額 -4,440,919

本年度末歳計外現金残高 608,939,078

本年度末現金預金残高 6,831,438,518

財務活動収支 -2,104,079,730

本年度資金収支額 -1,804,353,493

前年度末資金残高 8,026,852,933

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 6,222,499,440

    地方債等償還支出 6,503,418,034

    その他の支出 223,530,696

  財務活動収入 4,622,869,000

    地方債等発行収入 4,622,869,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 51,800,632

    その他の収入 683,828,349

投資活動収支 -6,028,639,646

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,726,948,730

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,908,635,169

    国県等補助金収入 864,218,983

    基金取崩収入 3,292,441,777

    貸付金元金回収収入 16,345,428

  投資活動支出 10,937,274,815

    公共施設等整備費支出 7,835,532,447

    基金積立金支出 3,085,375,553

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 16,366,815

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 14,022,367

  臨時収入 82,493

業務活動収支 6,328,365,883

【投資活動収支】

    税収等収入 52,504,954,840

    国県等補助金収入 17,353,874,653

    使用料及び手数料収入 5,957,436,971

    その他の収入 1,362,751,992

  臨時支出 14,022,367

    移転費用支出 52,032,584,009

      補助金等支出 42,895,743,480

      社会保障給付支出 8,967,543,743

      その他の支出 169,296,786

  業務収入 77,179,018,456

    業務費用支出 18,804,128,690

      人件費支出 7,604,101,965

      物件費等支出 9,569,575,049

      支払利息支出 840,403,448

      その他の支出 790,048,228

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 70,836,712,699


