
一般会計等 （単位：円）
金額 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,039,991,752 固定負債 3,741,969,220

有形固定資産 12,406,850,831 地方債 3,003,588,220
事業用資産 7,924,139,892 長期未払金 -

土地 2,407,013,983 退職手当引当金 738,381,000
立木竹 1,513,608,700 損失補償等引当金 -
建物 11,390,122,883 その他 -
建物減価償却累計額 △ 7,464,330,207 流動負債 471,167,853
工作物 816,725,110 1年内償還予定地方債 362,343,039
工作物減価償却累計額 △ 741,688,177 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 41,872,321
航空機 - 預り金 66,952,493
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 4,213,137,073
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 2,687,600 固定資産等形成分 14,175,722,289

インフラ資産 4,436,117,042 余剰分（不足分） △ 3,943,924,960
土地 137,961,358
建物 86,494,914
建物減価償却累計額 △ 47,067,057
工作物 19,597,119,157
工作物減価償却累計額 △ 15,360,324,508
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 21,933,178

物品 111,769,420
物品減価償却累計額 △ 65,175,523

無形固定資産 4,149,600
ソフトウェア -
その他 4,149,600

投資その他の資産 628,991,321
投資及び出資金 134,925,000

有価証券 63,840,000
出資金 71,085,000
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 3,502,747
長期貸付金 -
基金 492,016,379

減債基金 1,285,713
その他 490,730,666

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,452,805

流動資産 1,404,942,650
現金預金 263,223,828
未収金 4,039,330
短期貸付金 -
基金 1,137,780,479

財政調整基金 1,137,780,479
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 100,987 10,231,797,329

14,444,934,402 14,444,934,402
純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

【様式第1号】
一般会計等貸借対照表

科目 科目

負債合計

（平成30年 3月31日現在）



一般会計等 （単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

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

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

895,642

895,642

3,444,055,550

3,436,391,192

-

8,560,000

-

-

-

-

8,560,000

73,606,995

61,136,198

28,679,749

1,151,385

31,305,064

1,441,483,586

819,790,368

438,862,191

182,163,727

667,300

120,145,094

46,538,099

-

3,556,536,286

2,115,052,700

712,049,018

619,971,128

41,872,321

-

50,205,569

1,341,867,484

746,059,141

67,947,976

527,860,367

【様式第２号】

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 金額



一般会計等 （単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 14,408,461,020 △ 4,165,634,514

純行政コスト（△） △ 3,444,055,550

財源 3,433,026,373

税収等 2,883,706,460

国県等補助金 549,319,913

本年度差額 △ 11,029,177

固定資産等の変動（内部変動） △ 232,738,731 232,738,731

有形固定資産等の増加 228,312,932 △ 228,312,932

有形固定資産等の減少 △ 527,860,367 527,860,367

貸付金・基金等の増加 279,918,704 △ 279,918,704

貸付金・基金等の減少 △ 213,110,000 213,110,000

資産評価差額 -

無償所管換等 -

その他 - -

本年度純資産変動額 △ 232,738,731 221,709,554

本年度末純資産残高 14,175,722,289 △ 3,943,924,960

-

-

△ 11,029,177

10,231,797,329

-

△ 11,029,177

【様式第３号】

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

科目 合計

10,242,826,506

△ 3,444,055,550

3,433,026,373

2,883,706,460

549,319,913



一般会計等 （単位：円）

経常費用

業務費用

人件費 　

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

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

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

財源

税収等

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額

無償所管換等

その他

本年度純資産変動額

前年度末純資産残高

本年度末純資産残高

10,242,826,506 14,408,461,020 △ 4,165,634,514

10,231,797,329 14,175,722,289 △ 3,943,924,960

- - -

△ 11,029,177 △ 232,738,731 221,709,554

- -

- -

279,918,704 △ 279,918,704

△ 213,110,000 213,110,000

228,312,932 △ 228,312,932

△ 527,860,367 527,860,367

△ 11,029,177 △ 11,029,177

△ 232,738,731 232,738,731

2,883,706,460 2,883,706,460

549,319,913 549,319,913

3,444,055,550 3,444,055,550

3,433,026,373 3,433,026,373

8,560,000

895,642

895,642 金額

- 固定資産等形成分 余剰分（不足分）

-

438,862,191

182,163,727

667,300

120,145,094

46,538,099

73,606,995

3,436,391,192

8,560,000

-

-

-

819,790,368

50,205,569

1,341,867,484

746,059,141

67,947,976

527,860,367

-

61,136,198

28,679,749

1,151,385

31,305,064

1,441,483,586

-

【様式第2号及び第3号（結合）】

一般会計等行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成29年 4月 1日
至　平成30年 3月31日

科目 金額

3,556,536,286

2,115,052,700

712,049,018

619,971,128

41,872,321



【様式第4号】

一般会計等 （単位：円）

【業務活動収支】

業務支出 3,026,129,760

業務費用支出 1,584,646,174

人件費支出 710,654,244

物件費等支出 814,007,117

支払利息支出 28,679,749

その他の支出 31,305,064

移転費用支出 1,441,483,586

補助金等支出 819,790,368

社会保障給付支出 438,862,191

他会計への繰出支出 182,163,727

その他の支出 667,300

業務収入 3,542,167,940

税収等収入 2,882,708,619

国県等補助金収入 549,319,913

使用料及び手数料収入 46,813,599

その他の収入 63,325,809

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 516,038,180

【投資活動収支】

投資活動支出 508,231,636

公共施設等整備費支出 228,312,932

基金積立金支出 134,918,704

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 145,000,000

その他の支出 -

投資活動収入 205,445,642

国県等補助金収入 -

基金取崩収入 59,550,000

貸付金元金回収収入 145,000,000

資産売却収入 895,642

その他の収入 -

投資活動収支 △ 302,785,994

【財務活動収支】

財務活動支出 373,563,950

地方債償還支出 373,563,950

その他の支出 -

財務活動収入 214,100,000

地方債発行収入 214,100,000

その他の収入 -

財務活動収支 △ 159,463,950

53,788,236

142,483,099

196,271,335

前年度末歳計外現金残高 67,698,273

本年度歳計外現金増減額 △ 745,780

本年度末歳計外現金残高 66,952,493

本年度末現金預金残高 263,223,828

前年度末資金残高

本年度末資金残高

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 金額

本年度資金収支額


