
【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 32,198,562,574   固定負債 5,105,998,572

    有形固定資産 29,322,815,300     地方債 5,052,749,820

      事業用資産 14,059,203,987     長期未払金 -

        土地 10,475,646,042     退職手当引当金 -

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,839,180,745     その他 53,248,752

        建物減価償却累計額 -9,259,060,800   流動負債 753,700,238

        工作物 -     １年内償還予定地方債 515,149,239

        工作物減価償却累計額 -     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 117,591,383

        航空機 -     預り金 86,395,944

        航空機減価償却累計額 -     その他 34,563,672

        その他 - 負債合計 5,859,698,810

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,438,000   固定資産等形成分 34,244,848,897

      インフラ資産 15,031,475,002   余剰分（不足分） -5,376,323,338

        土地 10,424,938,259

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        工作物 10,302,095,378

        工作物減価償却累計額 -5,695,558,635

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 687,855,573

      物品減価償却累計額 -455,719,262

    無形固定資産 671,933

      ソフトウェア 671,933

      その他 -

    投資その他の資産 2,875,075,341

      投資及び出資金 102,650,171

        有価証券 370,071

        出資金 102,280,100

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 19,508,414

      長期貸付金 -

      基金 2,754,222,703

        減債基金 -

        その他 2,754,222,703

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,305,947

  流動資産 2,529,661,795

    現金預金 463,827,932

    未収金 20,971,170

    短期貸付金 -

    基金 2,046,286,323

      財政調整基金 1,898,566,163

      減債基金 147,720,160

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,423,630 純資産合計 28,868,525,559

資産合計 34,728,224,369 負債及び純資産合計 34,728,224,369

一般会計貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

一般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 7,551,944,183

    業務費用 4,637,254,640

      人件費 1,652,244,009

        職員給与費 1,423,562,630

        賞与等引当金繰入額 117,591,383

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 111,089,996

      物件費等 2,915,563,977

        物件費 2,066,085,620

        維持補修費 306,028,957

        減価償却費 542,256,800

        その他 1,192,600

      その他の業務費用 69,446,654

        支払利息 41,566,570

        徴収不能引当金繰入額 -

        その他 27,880,084

    移転費用 2,914,689,543

      補助金等 1,009,430,142

      社会保障給付 1,167,796,645

      他会計への繰出金 737,202,756

      その他 260,000

  経常収益 481,176,880

    使用料及び手数料 212,940,703

    その他 268,236,177

純経常行政コスト 7,070,767,303

  臨時損失 3,466,047

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,466,047

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 871,440

純行政コスト 7,073,361,910

    その他 -

  臨時利益 871,440

    資産売却益 -



【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)

前年度末純資産残高 29,358,226,443 34,649,986,597 -5,291,760,154

  純行政コスト（△） -7,073,361,910 -7,073,361,910

  財源 6,563,401,595 6,563,401,595

    税収等 5,316,135,874 5,316,135,874

    国県等補助金 1,247,265,721 1,247,265,721

  本年度差額 -509,960,315 -509,960,315

  固定資産等の変動（内部変動） -425,397,131 425,397,131

    有形固定資産等の増加 153,722,413 -153,722,413

    有形固定資産等の減少 -542,738,807 542,738,807

    貸付金・基金等の増加 215,014,187 -215,014,187

    貸付金・基金等の減少 -251,394,924 251,394,924

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 20,259,431 20,259,431

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -489,700,884 -405,137,700 -84,563,184

本年度末純資産残高 28,868,525,559 34,244,848,897 -5,376,323,338

一般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）

一般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 6,890,365,989

    業務費用支出 3,975,676,446

      人件費支出 1,529,938,575

      物件費等支出 2,386,707,707

      支払利息支出 41,566,570

      その他の支出 17,463,594

    移転費用支出 2,914,689,543

      補助金等支出 1,009,430,142

      社会保障給付支出 1,167,796,645

      他会計への繰出支出 737,202,756

      その他の支出 260,000

  業務収入 6,991,968,762

    税収等収入 5,324,845,441

    国県等補助金収入 1,185,782,198

    使用料及び手数料収入 213,349,788

    その他の収入 267,991,335

  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 101,602,773

【投資活動収支】

  投資活動支出 368,736,600

    公共施設等整備費支出 153,722,413

    基金積立金支出 215,014,187

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 181,245,963

    国県等補助金収入 61,483,523

    基金取崩収入 118,891,000

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 871,440

投資活動収支 -187,490,637

【財務活動収支】

  財務活動支出 520,919,252

    地方債償還支出 486,063,068

    その他の支出 34,856,184

  財務活動収入 616,700,000

    地方債発行収入 616,700,000

前年度末歳計外現金残高 85,022,136

本年度歳計外現金増減額 1,373,808

本年度末歳計外現金残高 86,395,944

本年度末現金預金残高 463,827,932

    その他の収入 -

財務活動収支 95,780,748

本年度資金収支額 9,892,884

前年度末資金残高 367,539,104

本年度末資金残高 377,431,988


