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【様式第1号

様式第1号様式第1号

様式第1号】

】】

】

（単位：円）

科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額 科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産

157,321,387,752

  固定負債

19,672,922,039

    有形固定資産

142,855,466,843

    地方債

12,395,896,816

      事業用資産

82,669,874,650

    長期未払金

-

        土地

46,256,188,021

    退職手当引当金

4,108,529,000

        立木竹

26,185,680

    損失補償等引当金

2,279,561,000

        建物

80,142,816,166

    その他

888,935,223

        建物減価償却累計額

-45,940,008,205

  流動負債

3,951,721,288

        工作物

5,468,365,836

    １年内償還予定地方債

2,344,801,036

        工作物減価償却累計額

-3,298,653,627

    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

356,161,291

        航空機

-

    預り金

1,250,758,961

        航空機減価償却累計額

-

    その他

-

        その他

-

負債合計

23,624,643,327

        その他減価償却累計額

-

【純資産の部】

        建設仮勘定

14,980,779

  固定資産等形成分

161,528,234,530

      インフラ資産

56,991,153,976

  余剰分（不足分）

-21,144,696,896

        土地

35,879,088,969

        建物

234,490,605

        建物減価償却累計額

-94,189,465

        工作物

46,798,487,369

        工作物減価償却累計額

-39,092,535,925

        その他

-

        その他減価償却累計額

-

        建設仮勘定

13,265,812,423

      物品

6,758,408,948

      物品減価償却累計額

-3,563,970,731

    無形固定資産

639,275,037

      ソフトウェア

262,656

      その他

639,012,381

    投資その他の資産

13,826,645,872

      投資及び出資金

9,333,470,770

        有価証券

-

        出資金

9,333,470,770

        その他

-

      投資損失引当金

-

      長期延滞債権

269,265,501

      長期貸付金

-

      基金

4,238,257,185

        減債基金

39,688,218

        その他

4,198,568,967

      その他

-

      徴収不能引当金

-14,347,584

  流動資産

6,686,793,209

    現金預金

2,349,299,593

    未収金

49,465,088

    短期貸付金

-

    基金

4,206,846,778

      財政調整基金

4,206,846,778

      減債基金

-

    棚卸資産

81,181,750

    その他

-

    徴収不能引当金

-

純資産合計

140,383,537,634

資産合計

164,008,180,961

負債及び純資産合計

164,008,180,961

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（平成30年3月31日現在）
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【様式第2号

様式第2号様式第2号

様式第2号】

】】

】

（単位：円）

    その他

-

純行政コスト

30,325,444,940

    その他

50,563,285

  臨時利益

171,700,324

    資産売却益

171,700,324

    資産除売却損

16,119,710

    投資損失引当金繰入額

-

    損失補償等引当金繰入額

201,527,000

純経常行政コスト

30,228,935,269

  臨時損失

268,209,995

    災害復旧事業費

-

  経常収益

2,458,881,418

    使用料及び手数料

1,067,447,287

    その他

1,391,434,131

      社会保障給付

8,717,863,457

      他会計への繰出金

1,889,178,426

      その他

173,636,146

        その他

279,356,208

    移転費用

16,657,121,928

      補助金等

5,876,443,899

      その他の業務費用

442,321,258

        支払利息

148,617,466

        徴収不能引当金繰入額

14,347,584

        維持補修費

872,318,202

        減価償却費

2,897,550,405

        その他

11,001,610

        その他

1,374,190,236

      物件費等

9,826,781,325

        物件費

6,045,911,108

        職員給与費

3,872,535,610

        賞与等引当金繰入額

356,161,291

        退職手当引当金繰入額

158,705,039

  経常費用

32,687,816,687

    業務費用

16,030,694,759

      人件費

5,761,592,176

行政行政行政行政コストコストコストコスト計算書計算書計算書計算書
自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日

科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額
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【様式第3号

様式第3号様式第3号

様式第3号】

】】

】

（単位：円）

科目名

科目名科目名

科目名 合計

合計合計

合計 固定資産等形成分

固定資産等形成分固定資産等形成分

固定資産等形成分 余剰分(不足分)

余剰分(不足分)余剰分(不足分)

余剰分(不足分)

前年度末純資産残高

138,697,749,208 160,219,297,104 -21,521,547,896

  純行政コスト（△）

-30,325,444,940 -30,325,444,940

  財源

33,829,182,965 33,829,182,965

    税収等

26,574,797,157 26,574,797,157

    国県等補助金

7,254,385,808 7,254,385,808

  本年度差額

3,503,738,025 3,503,738,025

  固定資産等の変動（内部変動）

1,302,437,359 -1,302,437,359

    有形固定資産等の増加

3,562,169,439 -3,562,169,439

    有形固定資産等の減少

-3,836,651,511 3,831,995,308

    貸付金・基金等の増加

1,960,168,566 -1,960,168,566

    貸付金・基金等の減少

-383,249,135 387,905,338

  資産評価差額

- -

  無償所管換等

6,500,067 6,500,067

  その他

-1,824,449,666 - -1,824,449,666

  本年度純資産変動額

1,685,788,426 1,308,937,426 376,851,000

本年度末純資産残高

140,383,537,634 161,528,234,530 -21,144,696,896

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日
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【様式第4号

様式第4号様式第4号

様式第4号】

】】

】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高

1,241,143,500

本年度歳計外現金増減額

9,615,461

本年度末歳計外現金残高

1,250,758,961

本年度末現金預金残高

2,349,299,593

    その他の収入

-

財務活動収支

-2,240,529,117

本年度資金収支額

-109,734,794

前年度末資金残高

1,208,275,426

本年度末資金残高

1,098,540,632

  財務活動支出

2,505,529,117

    地方債償還支出

2,505,529,117

    その他の支出

-

  財務活動収入

265,000,000

    地方債発行収入

265,000,000

    貸付金元金回収収入

224,000,000

    資産売却収入

171,700,324

    その他の収入

-

投資活動収支

-3,579,417,624

【財務活動収支】

    貸付金支出

224,000,000

    その他の支出

-

  投資活動収入

996,530,768

    国県等補助金収入

548,709,664

    基金取崩収入

52,120,780

【投資活動収支】

  投資活動支出

4,575,948,392

    公共施設等整備費支出

2,643,844,246

    基金積立金支出

562,246,146

    投資及び出資金支出

1,145,858,000

  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

5,710,211,947

  業務収入

35,762,388,895

    税収等収入

26,604,344,290

    国県等補助金収入

6,705,676,144

    使用料及び手数料収入

1,064,546,807

    その他の収入

1,387,821,654

    移転費用支出

16,657,121,928

      補助金等支出

5,876,443,899

      社会保障給付支出

8,717,863,457

      他会計への繰出支出

1,889,178,426

      その他の支出

173,636,146

    業務費用支出

13,395,055,020

      人件費支出

6,008,192,450

      物件費等支出

6,918,229,310

      支払利息支出

148,617,466

      その他の支出

320,015,794

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
自　平成29年4月1日

至　平成30年3月31日

科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額

【業務活動収支】

  業務支出

30,052,176,948


