
【様式第1号】

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 13,762,117,736   固定負債 3,334,871,862

    有形固定資産 12,977,805,291     地方債 3,049,646,851

      事業用資産 8,616,901,596     長期未払金 -

        土地 3,171,179,781     退職手当引当金 285,225,011

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,170,760,355     その他 -

        建物減価償却累計額 -6,183,131,315   流動負債 204,515,354

        工作物 781,689,638     １年内償還予定地方債 129,778,185

        工作物減価償却累計額 -323,596,863     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 40,542,895

        航空機 -     預り金 34,194,274

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 3,539,387,216

        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 16,512,640,027

      インフラ資産 4,197,338,917   余剰分（不足分） -3,328,052,167

        土地 649,297,163

        建物 430,094,780

        建物減価償却累計額 -1,447,922

        工作物 7,325,065,955

        工作物減価償却累計額 -4,213,539,399

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,868,340

      物品 347,110,116

      物品減価償却累計額 -183,545,338

    無形固定資産 35,109,936

      ソフトウェア 35,109,936

      その他 -

    投資その他の資産 749,202,509

      投資及び出資金 21,958,700

        有価証券 -

        出資金 21,958,700

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 19,285,987

      長期貸付金 6,540,000

      基金 702,085,210

        減債基金 -

        その他 702,085,210

      その他 -

      徴収不能引当金 -667,388

  流動資産 2,961,857,340

    現金預金 196,274,029

    未収金 15,599,099

    短期貸付金 4,000,000

    基金 2,746,522,291

      財政調整基金 2,279,968,770

      減債基金 466,553,521

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -538,079 純資産合計 13,184,587,860

資産合計 16,723,975,076 負債及び純資産合計 16,723,975,076

一般会計等貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

一般会計等行政コスト計算書
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 2,776,594,999

    業務費用 1,805,301,367

      人件費 617,119,378

        職員給与費 444,664,092

        賞与等引当金繰入額 40,542,895

        退職手当引当金繰入額 81,025,208

        その他 50,887,183

      物件費等 1,161,994,596

        物件費 704,443,197

        維持補修費 43,757,848

        減価償却費 413,793,551

        その他 -

      その他の業務費用 26,187,393

        支払利息 16,655,911

        徴収不能引当金繰入額 538,079

        その他 8,993,403

    移転費用 971,293,632

      補助金等 280,861,632

      社会保障給付 205,682,774

      他会計への繰出金 483,717,506

      その他 1,031,720

  経常収益 117,298,668

    使用料及び手数料 35,974,481

    その他 81,324,187

純経常行政コスト 2,659,296,331

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,117,828

純行政コスト 2,654,178,503

    その他 -

  臨時利益 5,117,828

    資産売却益 -



【様式第3号】

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 13,457,856,224 16,328,078,696 -2,870,222,472

  純行政コスト（△） -2,654,178,503 -2,654,178,503

  財源 2,642,855,139 2,642,855,139

    税収等 2,121,131,680 2,121,131,680

    国県等補助金 521,723,459 521,723,459

  本年度差額 -11,323,364 -11,323,364

  固定資産等の変動（内部変動） 184,561,331 -184,561,331

    有形固定資産等の増加 1,494,099,400 -1,494,099,400

    有形固定資産等の減少 -413,793,551 413,793,551

    貸付金・基金等の増加 115,185,143 -115,185,143

    貸付金・基金等の減少 -1,010,929,661 1,010,929,661

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  その他 -261,945,000 - -261,945,000

  本年度純資産変動額 -273,268,364 184,561,331 -457,829,695

本年度末純資産残高 13,184,587,860 16,512,640,027 -3,328,052,167

一般会計等純資産変動計算書
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：一般会計等 （単位：円）

一般会計等資金収支計算書
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 2,332,214,209

    業務費用支出 1,308,293,208

      人件費支出 534,442,857

      物件費等支出 748,201,045

      支払利息支出 16,655,911

      その他の支出 8,993,395

    移転費用支出 1,023,921,001

      補助金等支出 333,489,001

      社会保障給付支出 205,682,774

      他会計への繰出支出 483,717,506

      その他の支出 1,031,720

  業務収入 2,526,426,005

    税収等収入 2,121,281,242

    国県等補助金収入 288,427,459

    使用料及び手数料収入 35,965,481

    その他の収入 80,751,823

  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 194,211,796

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,594,194,197

    公共施設等整備費支出 1,494,099,400

    基金積立金支出 98,414,797

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,680,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,228,486,000

    国県等補助金収入 233,296,000

    基金取崩収入 989,670,000

    貸付金元金回収収入 5,520,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -365,708,197

【財務活動収支】

  財務活動支出 98,866,086

    地方債償還支出 98,866,086

    その他の支出 -

  財務活動収入 336,200,000

    地方債発行収入 336,200,000

前年度末歳計外現金残高 16,450,015

本年度歳計外現金増減額 17,744,259

本年度末歳計外現金残高 34,194,274

本年度末現金預金残高 196,274,029

    その他の収入 -

財務活動収支 237,333,914

本年度資金収支額 65,837,513

前年度末資金残高 96,242,242

本年度末資金残高 162,079,755


