
【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 63,475,461,836   固定負債 17,434,409,184

    有形固定資産 58,740,184,090     地方債等 15,873,057,533

      事業用資産 37,850,544,028     長期未払金 1,164,629,428

        土地 24,509,513,126     退職手当引当金 396,722,223

        立木竹 7,568,006     損失補償等引当金 -

        建物 33,013,202,305     その他 -

        建物減価償却累計額 -19,690,944,011   流動負債 2,089,269,862

        工作物 25,645,360     １年内償還予定地方債等 1,642,127,377

        工作物減価償却累計額 -14,440,758     未払金 239,310,542

        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 184,952,355

        航空機 -     預り金 22,879,588

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 19,523,679,046

        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 65,245,264,636

      インフラ資産 20,797,096,155   余剰分（不足分） -17,373,413,183

        土地 15,839,604,902   他団体出資等分 -

        建物 321,812,600

        建物減価償却累計額 -125,769,922

        工作物 36,189,697,329

        工作物減価償却累計額 -31,428,248,754

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 316,232,047

      物品減価償却累計額 -223,688,140

    無形固定資産 3,247,224

      ソフトウェア 3,247,224

      その他 -

    投資その他の資産 4,732,030,522

      投資及び出資金 697,720,000

        有価証券 -

        出資金 697,720,000

        その他 -

      長期延滞債権 626,997,432

      長期貸付金 3,628,300

      基金 3,470,251,336

        減債基金 -

        その他 3,470,251,336

      その他 -

      徴収不能引当金 -66,566,546

  流動資産 3,920,068,663

    現金預金 1,949,070,541

    未収金 201,734,319

    短期貸付金 501,800

    基金 1,769,301,000

      財政調整基金 1,769,301,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 20,923,300

    徴収不能引当金 -21,462,297

  繰延資産 - 純資産合計 47,871,851,453

資産合計 67,395,530,499 負債及び純資産合計 67,395,530,499

全体会計貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

全体会計行政コスト計算書
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 29,638,314,335

    業務費用 9,746,498,349

      人件費 3,754,956,079

        職員給与費 3,051,579,247

        賞与等引当金繰入額 184,952,355

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 518,424,477

      物件費等 5,616,480,766

        物件費 4,032,679,878

        維持補修費 31,250,723

        減価償却費 1,552,550,165

        その他 -

      その他の業務費用 375,061,504

        支払利息 120,178,575

        徴収不能引当金繰入額 79,130,300

        その他 175,752,629

    移転費用 19,891,815,986

      補助金等 16,741,165,138

      社会保障給付 2,922,624,895

      その他 228,025,953

  経常収益 689,956,576

    使用料及び手数料 110,036,498

    その他 579,920,078

純経常行政コスト 28,948,357,759

  臨時損失 125,693,226

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 125,693,226

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 85,582,100

    資産売却益 85,582,100

    その他 -

純行政コスト 28,988,468,885



【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 47,797,580,169 66,669,914,572 -18,872,334,403 -

  純行政コスト（△） -28,988,468,885 -28,988,468,885 -

  財源 29,028,892,547 29,028,892,547 -

    税収等 27,280,534,557 27,280,534,557 -

    国県等補助金 1,748,357,990 1,748,357,990 -

  本年度差額 40,423,662 40,423,662 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,458,497,558 1,458,497,558

    有形固定資産等の増加 1,278,997,350 -1,278,997,350

    有形固定資産等の減少 -2,381,477,345 2,381,477,345

    貸付金・基金等の増加 858,090,976 -858,090,976

    貸付金・基金等の減少 -1,214,108,539 1,214,108,539

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 33,847,622 33,847,622

  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 - - -

  本年度純資産変動額 74,271,284 -1,424,649,936 1,498,921,220 -

本年度末純資産残高 47,871,851,453 65,245,264,636 -17,373,413,183 -

全体会計純資産変動計算書
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）

全体会計資金収支計算書
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 28,296,097,316

    業務費用支出 8,404,281,330

      人件費支出 4,043,498,451

      物件費等支出 4,064,037,449

      支払利息支出 120,178,575

      その他の支出 176,566,855

    移転費用支出 19,891,815,986

      補助金等支出 16,741,165,138

      社会保障給付支出 2,922,624,895

      その他の支出 228,025,953

  業務収入 29,625,926,087

    税収等収入 27,361,007,180

    国県等補助金収入 1,564,136,990

    使用料及び手数料収入 110,036,498

    その他の収入 590,745,419

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,329,828,771

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,035,113,175

    公共施設等整備費支出 1,026,421,402

    基金積立金支出 997,246,773

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,445,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,699,913,968

    国県等補助金収入 184,221,000

    基金取崩収入 1,366,980,000

    貸付金元金回収収入 12,522,700

    資産売却収入 136,190,268

    その他の収入 -

投資活動収支 -335,199,207

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,642,938,347

    地方債等償還支出 1,642,938,347

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,224,994,000

    地方債等発行収入 1,224,994,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 30,285,999

本年度歳計外現金増減額 -7,406,411

本年度末歳計外現金残高 22,879,588

本年度末現金預金残高 1,949,070,541

財務活動収支 -417,944,347

本年度資金収支額 576,685,217

前年度末資金残高 1,349,505,736

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,926,190,953


