
会計：一般会計等 （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 224,825,842,048   固定負債 107,561,953,428

    有形固定資産 204,950,665,273     地方債 93,609,043,316

      事業用資産 116,727,457,254     長期未払金 9,966,000

        土地 60,005,826,430     退職手当引当金 13,919,332,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 109,625,626,886     その他 23,612,112

        建物減価償却累計額 -59,995,951,714   流動負債 11,322,252,847

        工作物 9,352,870,503     １年内償還予定地方債 8,874,696,124

        工作物減価償却累計額 -3,712,244,364     未払金 1,812,000

        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 919,861,870

        航空機 -     預り金 1,498,255,492

        航空機減価償却累計額 -     その他 27,627,361

        その他 - 負債合計 118,884,206,275

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,451,329,513   固定資産等形成分 237,659,743,863

      インフラ資産 86,313,633,550   余剰分（不足分） -116,428,261,926

        土地 7,987,535,110

        建物 505,547,453

        建物減価償却累計額 -212,270,857

        工作物 191,896,890,515

        工作物減価償却累計額 -115,077,163,292

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,213,094,621

      物品 7,747,935,703

      物品減価償却累計額 -5,838,361,234

    無形固定資産 103,379,325

      ソフトウェア 103,379,325

      その他 -

    投資その他の資産 19,771,797,450

      投資及び出資金 1,122,613,886

        有価証券 123,088,388

        出資金 999,525,498

        その他 -

      投資損失引当金 -26,760,703

      長期延滞債権 1,626,126,364

      長期貸付金 5,754,781

      基金 17,117,847,236

        減債基金 -

        その他 17,117,847,236

      その他 -

      徴収不能引当金 -73,784,114

  流動資産 15,289,846,164

    現金預金 2,197,228,476

    未収金 276,191,020

    短期貸付金 2,881,512

    基金 12,831,020,303

      財政調整基金 6,112,794,700

      減債基金 6,718,225,603

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -17,475,147 純資産合計 121,231,481,937

資産合計 240,115,688,212 負債及び純資産合計 240,115,688,212

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 3,706,236

純行政コスト 63,353,628,286

    その他 -

  臨時利益 213,807,288

    資産売却益 210,101,052

    資産除売却損 912,581,746

    投資損失引当金繰入額 26,760,703

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 62,516,499,370

  臨時損失 1,050,936,204

    災害復旧事業費 111,593,755

  経常収益 2,284,035,826

    使用料及び手数料 1,037,801,801

    その他 1,246,234,025

      社会保障給付 12,137,108,498

      他会計への繰出金 5,249,610,528

      その他 73,934,795

        その他 606,331,474

    移転費用 27,061,438,306

      補助金等 9,600,784,485

      その他の業務費用 1,484,195,537

        支払利息 798,099,153

        徴収不能引当金繰入額 79,764,910

        維持補修費 894,166,486

        減価償却費 6,387,265,387

        その他 -

        その他 906,852,648

      物件費等 21,069,299,670

        物件費 13,787,867,797

        職員給与費 13,084,082,165

        賞与等引当金繰入額 919,861,870

        退職手当引当金繰入額 274,805,000

  経常費用 64,800,535,196

    業務費用 37,739,096,890

      人件費 15,185,601,683

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



会計：一般会計等 （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 121,617,948,829 235,827,577,788 -114,209,628,959

  純行政コスト（△） -63,353,628,286 -63,353,628,286

  財源 64,218,156,534 64,218,156,534

    税収等 48,818,015,511 48,818,015,511

    国県等補助金 15,400,141,023 15,400,141,023

  本年度差額 864,528,248 864,528,248

  固定資産等の変動（内部変動） 3,081,934,155 -3,081,934,155

    有形固定資産等の増加 9,721,221,630 -9,721,221,630

    有形固定資産等の減少 -7,285,017,529 7,285,017,529

    貸付金・基金等の増加 2,172,429,758 -2,172,429,758

    貸付金・基金等の減少 -1,526,699,704 1,526,699,704

  資産評価差額 71,700 71,700

  無償所管換等 -1,249,839,780 -1,249,839,780

  その他 -1,227,060 - -1,227,060

  本年度純資産変動額 -386,466,892 1,832,166,075 -2,218,632,967

本年度末純資産残高 121,231,481,937 237,659,743,863 -116,428,261,926

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



会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 1,434,982,880

本年度歳計外現金増減額 63,272,612

本年度末歳計外現金残高 1,498,255,492

本年度末現金預金残高 2,197,228,476

    その他の収入 -

財務活動収支 1,763,393,550

本年度資金収支額 -86,794,874

前年度末資金残高 785,767,858

本年度末資金残高 698,972,984

  財務活動支出 8,554,075,450

    地方債償還支出 8,511,658,006

    その他の支出 42,417,444

  財務活動収入 10,317,469,000

    地方債発行収入 10,317,469,000

    貸付金元金回収収入 891,290,959

    資産売却収入 321,726,488

    その他の収入 34,544,180

投資活動収支 -8,722,888,538

【財務活動収支】

    貸付金支出 878,923,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,159,870,294

    国県等補助金収入 1,566,898,156

    基金取崩収入 345,410,511

【投資活動収支】

  投資活動支出 11,882,758,832

    公共施設等整備費支出 9,714,035,310

    基金積立金支出 1,289,800,522

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 238,048,795

    災害復旧事業費支出 111,593,755

    その他の支出 126,455,040

  臨時収入 26,827,000

業務活動収支 6,872,700,114

  業務収入 64,971,433,391

    税収等収入 48,873,569,089

    国県等補助金収入 13,806,415,867

    使用料及び手数料収入 1,044,124,655

    その他の収入 1,247,323,780

    移転費用支出 27,061,438,306

      補助金等支出 9,600,784,485

      社会保障給付支出 12,137,108,498

      他会計への繰出支出 5,249,610,528

      その他の支出 73,934,795

    業務費用支出 30,826,073,176

      人件費支出 14,892,268,010

      物件費等支出 14,682,034,283

      支払利息支出 798,099,153

      その他の支出 453,671,730

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 57,887,511,482


