
【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 34,894,899,044   固定負債 12,358,286,006

    有形固定資産 32,595,914,971     地方債 8,295,433,310

      事業用資産 14,674,942,698     長期未払金 -

        土地 11,108,550,373     退職手当引当金 2,422,550,458

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,165,384,646     その他 1,640,302,238

        建物減価償却累計額 -10,612,913,587   流動負債 974,378,542

        工作物 337,132,692     １年内償還予定地方債 662,913,200

        工作物減価償却累計額 -323,211,426     未払金 105,442,569

        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 114,325,038

        航空機 -     預り金 79,933,307

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,764,428

        その他 - 負債合計 13,332,664,548

        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 36,574,814,044

      インフラ資産 16,984,273,779   余剰分（不足分） -11,572,736,260

        土地 1,250,008,028

        建物 809,644,153

        建物減価償却累計額 -431,397,588

        工作物 38,639,044,992

        工作物減価償却累計額 -23,327,975,806

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 44,950,000

      物品 3,048,144,972

      物品減価償却累計額 -2,111,446,478

    無形固定資産 64,200,219

      ソフトウェア 64,200,219

      その他 -

    投資その他の資産 2,234,783,854

      投資及び出資金 15,340,000

        有価証券 -

        出資金 15,340,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 279,791,254

      長期貸付金 -

      基金 1,963,843,000

        減債基金 -

        その他 1,963,843,000

      その他 25,854,779

      徴収不能引当金 -50,045,179

  流動資産 3,439,843,288

    現金預金 1,481,662,394

    未収金 288,400,026

    短期貸付金 -

    基金 1,679,915,000

      財政調整基金 1,677,541,000

      減債基金 2,374,000

    棚卸資産 3,710,469

    その他 -

    徴収不能引当金 -13,844,601 純資産合計 25,002,077,784

資産合計 38,334,742,332 負債及び純資産合計 38,334,742,332

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）

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

  経常費用 12,765,491,328

    業務費用 4,929,368,094

      人件費 1,633,546,640

        職員給与費 1,316,037,876

        賞与等引当金繰入額 113,453,687

        退職手当引当金繰入額 121,704,944

        その他 82,350,133

      物件費等 2,993,282,920

        物件費 1,745,908,850

        維持補修費 143,557,249

        減価償却費 1,103,816,821

        その他 -

      その他の業務費用 302,538,534

        支払利息 93,897,353

        徴収不能引当金繰入額 50,720,911

        その他 157,920,270

    移転費用 7,836,123,234

      補助金等 3,757,759,643

      社会保障給付 4,077,543,191

      他会計への繰出金 -

      その他 820,400

  経常収益 1,062,489,773

    使用料及び手数料 742,485,071

    その他 320,004,702

純経常行政コスト 11,703,001,555

  臨時損失 41,689,751

    災害復旧事業費 16,641,720

    資産除売却損 25,025,663

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 16,357,459

純行政コスト 11,728,333,847

    その他 22,368

  臨時利益 16,357,459

    資産売却益 -



【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 25,492,303,533 37,113,084,519 -11,620,780,986

  純行政コスト（△） -11,728,333,847 -11,728,333,847

  財源 11,216,466,193 11,216,466,193

    税収等 8,358,081,650 8,358,081,650

    国県等補助金 2,858,384,543 2,858,384,543

  本年度差額 -511,867,654 -511,867,654

  固定資産等の変動（内部変動） -556,188,843 556,188,843

    有形固定資産等の増加 495,509,150 -495,509,150

    有形固定資産等の減少 -1,146,994,664 1,146,994,664

    貸付金・基金等の増加 415,868,549 -415,868,549

    貸付金・基金等の減少 -320,571,878 320,571,878

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17,918,368 17,918,368

  その他 3,723,537 - 3,723,537

  本年度純資産変動額 -490,225,749 -538,270,475 48,044,726

本年度末純資産残高 25,002,077,784 36,574,814,044 -11,572,736,260

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）

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 11,559,400,854

    業務費用支出 3,604,207,124

      人件費支出 1,506,710,625

      物件費等支出 1,874,639,567

      支払利息支出 93,897,353

      その他の支出 128,959,579

    移転費用支出 7,955,193,730

      補助金等支出 3,876,830,139

      社会保障給付支出 4,077,543,191

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 820,400

  業務収入 12,103,927,083

    税収等収入 8,265,041,125

    国県等補助金収入 2,773,364,136

    使用料及び手数料収入 745,942,818

    その他の収入 319,579,004

  臨時支出 16,664,088

    災害復旧事業費支出 16,641,720

    その他の支出 22,368

  臨時収入 -

業務活動収支 527,862,141

【投資活動収支】

  投資活動支出 980,903,554

    公共施設等整備費支出 655,494,554

    基金積立金支出 304,409,000

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 21,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 294,383,107

    国県等補助金収入 74,460,208

    基金取崩収入 162,808,000

    貸付金元金回収収入 21,000,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 36,114,899

投資活動収支 -686,520,447

【財務活動収支】

  財務活動支出 625,924,944

    地方債償還支出 610,704,288

    その他の支出 15,220,656

  財務活動収入 479,723,000

    地方債発行収入 479,723,000

前年度末歳計外現金残高 525,300

本年度歳計外現金増減額 79,408,007

本年度末歳計外現金残高 79,933,307

本年度末現金預金残高 1,481,662,394

    その他の収入 -

財務活動収支 -146,201,944

本年度資金収支額 -304,860,250

前年度末資金残高 1,706,589,337

本年度末資金残高 1,401,729,087


