
【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 82,838,941,769   固定負債 18,396,839,703

    有形固定資産 74,515,507,532     地方債 16,133,806,309

      事業用資産 53,027,517,673     長期未払金 -

        土地 39,033,190,214     退職手当引当金 2,195,381,481

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 42,809,147,024     その他 67,651,913

        建物減価償却累計額 -29,263,675,081   流動負債 2,637,957,347

        工作物 2,008,604,248     １年内償還予定地方債 2,023,004,376

        工作物減価償却累計額 -1,763,102,596     未払金 476,163

        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 - -58,149,817,999 89,288,575,638

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 269,559,970 -0.651257091

        航空機 -     預り金 280,838,086

        航空機減価償却累計額 -     その他 64,078,752

        その他 - 負債合計 21,034,797,050

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 203,353,864   固定資産等形成分 86,508,803,054

      インフラ資産 21,304,297,592   余剰分（不足分） -19,757,882,478

        土地 4,124,270,168

        建物 214,658,453

        建物減価償却累計額 -145,974,950

        工作物 43,409,542,480

        工作物減価償却累計額 -26,314,134,206

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,935,647

      物品 846,623,433

      物品減価償却累計額 -662,931,166

    無形固定資産 113,736,140

      ソフトウェア 113,736,140

      その他 -

    投資その他の資産 8,209,698,097

      投資及び出資金 1,164,199,000

        有価証券 -

        出資金 1,164,199,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 636,635,524

      長期貸付金 -

      基金 6,431,400,488

        減債基金 -

        その他 6,431,400,488

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,536,915

  流動資産 4,946,775,857

    現金預金 1,095,110,187

    未収金 188,646,384

    短期貸付金 -

    基金 3,669,861,285

      財政調整基金 3,599,095,763

      減債基金 70,765,522

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -6,841,999 純資産合計 66,750,920,576

資産合計 87,785,717,626 負債及び純資産合計 87,785,717,626

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）

    その他 2,337,071

純行政コスト 24,177,764,519

    その他 -

  臨時利益 2,337,071

    資産売却益 -

    資産除売却損 14,509,767

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 24,165,591,823

  臨時損失 14,509,767

    災害復旧事業費 -

  経常収益 1,048,639,241

    使用料及び手数料 301,122,950

    その他 747,516,291

      社会保障給付 5,790,623,832

      他会計への繰出金 3,729,633,653

      その他 10,459,117

        その他 162,073,765

    移転費用 13,851,870,761

      補助金等 4,321,154,159

      その他の業務費用 300,841,513

        支払利息 110,786,813

        徴収不能引当金繰入額 27,980,935

        維持補修費 534,302,537

        減価償却費 1,876,908,350

        その他 -

        その他 275,571,613

      物件費等 7,381,123,319

        物件費 4,969,912,432

        職員給与費 3,084,503,950

        賞与等引当金繰入額 269,559,970

        退職手当引当金繰入額 50,759,938

  経常費用 25,214,231,064

    業務費用 11,362,360,303

      人件費 3,680,395,471

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



【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 67,344,057,494 87,783,957,037 -20,439,899,543

  純行政コスト（△） -24,177,764,519 -24,177,764,519

  財源 23,522,173,733 23,522,173,733

    税収等 18,142,346,620 18,142,346,620

    国県等補助金 5,379,827,113 5,379,827,113

  本年度差額 -655,590,786 -655,590,786

  固定資産等の変動（内部変動） -1,337,607,851 1,337,607,851

    有形固定資産等の増加 1,333,973,137 -1,333,973,137

    有形固定資産等の減少 -1,884,398,117 1,884,398,117

    貸付金・基金等の増加 1,452,271,352 -1,452,271,352

    貸付金・基金等の減少 -2,239,454,223 2,239,454,223

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 62,453,868 62,453,868

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -593,136,918 -1,275,153,983 682,017,065

本年度末純資産残高 66,750,920,576 86,508,803,054 -19,757,882,478

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）

前年度末歳計外現金残高 596,966,139

本年度歳計外現金増減額 -316,128,053

本年度末歳計外現金残高 280,838,086

本年度末現金預金残高 1,095,110,187

    その他の収入 -

財務活動収支 -715,860,841

本年度資金収支額 -173,885,352

前年度末資金残高 988,157,453

本年度末資金残高 814,272,101

  財務活動支出 2,266,160,841

    地方債償還支出 2,180,834,612

    その他の支出 85,326,229

  財務活動収入 1,550,300,000

    地方債発行収入 1,550,300,000

    貸付金元金回収収入 88,018,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 -

投資活動収支 -347,095,068

【財務活動収支】

    貸付金支出 88,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,191,724,000

    国県等補助金収入 181,826,000

    基金取崩収入 1,921,880,000

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,538,819,068

    公共施設等整備費支出 1,301,002,897

    基金積立金支出 1,149,816,171

    投資及び出資金支出 -

  臨時支出 7,020,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 7,020,000

  臨時収入 1,351,463

業務活動収支 889,070,557

  業務収入 24,392,310,204

    税収等収入 18,137,318,505

    国県等補助金収入 5,198,001,113

    使用料及び手数料収入 300,553,950

    その他の収入 756,436,636

    移転費用支出 14,118,708,649

      補助金等支出 4,587,992,047

      社会保障給付支出 5,790,623,832

      他会計への繰出支出 3,729,633,653

      その他の支出 10,459,117

    業務費用支出 9,378,862,461

      人件費支出 3,618,212,324

      物件費等支出 5,504,214,969

      支払利息支出 110,786,813

      その他の支出 145,648,355

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 23,497,571,110


