
【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 18,811,359,858   固定負債 4,993,345,106

    有形固定資産 17,733,074,776     地方債 4,536,546,890

      事業用資産 7,340,312,254     長期未払金 -

        土地 1,388,097,012     退職手当引当金 456,798,216

        立木竹 337,267,776     損失補償等引当金 -

        建物 10,097,834,458     その他 -

        建物減価償却累計額 -7,331,184,389   流動負債 334,848,366

        工作物 4,513,403,078     １年内償還予定地方債 290,312,169

        工作物減価償却累計額 -3,047,015,745     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 35,342,446

        航空機 -     預り金 9,193,751

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 5,328,193,472

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,381,910,064   固定資産等形成分 19,926,023,258

      インフラ資産 10,207,612,079   余剰分（不足分） -5,019,911,435

        土地 415,213,779

        建物 7,899,200

        建物減価償却累計額 -6,658,048

        工作物 20,666,958,630

        工作物減価償却累計額 -10,875,801,482

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 1,104,277,368

      物品減価償却累計額 -919,126,925

    無形固定資産 324,800

      ソフトウェア 324,800

      その他 -

    投資その他の資産 1,077,960,282

      投資及び出資金 130,609,090

        有価証券 -

        出資金 130,609,090

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 315,893,847

      長期貸付金 309,786,790

      基金 321,764,470

        減債基金 782,000

        その他 320,982,470

      その他 -

      徴収不能引当金 -93,915

  流動資産 1,422,945,437

    現金預金 266,764,413

    未収金 41,524,924

    短期貸付金 58,107,400

    基金 1,056,556,000

      財政調整基金 1,056,556,000

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,300 純資産合計 14,906,111,823

資産合計 20,234,305,295 負債及び純資産合計 20,234,305,295

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 3,829,566,722

    業務費用 2,595,174,989

      人件費 844,389,131

        職員給与費 681,394,681

        賞与等引当金繰入額 35,342,446

        退職手当引当金繰入額 76,143,224

        その他 51,508,780

      物件費等 1,714,501,909

        物件費 798,755,282

        維持補修費 191,476,365

        減価償却費 724,270,262

        その他 -

      その他の業務費用 36,283,949

        支払利息 20,666,769

        徴収不能引当金繰入額 2,866

        その他 15,614,314

    移転費用 1,234,391,733

      補助金等 846,984,153

      社会保障給付 162,439,504

      他会計への繰出金 224,968,076

      その他 -

  経常収益 58,591,902

    使用料及び手数料 19,448,958

    その他 39,142,944

純経常行政コスト 3,770,974,820

  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 -

純行政コスト 3,770,518,862

    その他 -

  臨時利益 455,958

    資産売却益 455,958



【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 15,227,823,804 19,608,010,674 -4,380,186,870

  純行政コスト（△） -3,770,518,862 -3,770,518,862

  財源 3,505,806,881 3,505,806,881

    税収等 2,781,042,802 2,781,042,802

    国県等補助金 724,764,079 724,764,079

  本年度差額 -264,711,981 -264,711,981

  固定資産等の変動（内部変動） 375,012,584 -375,012,584

    有形固定資産等の増加 1,008,777,874 -1,008,777,874

    有形固定資産等の減少 -724,270,262 724,270,262

    貸付金・基金等の増加 287,587,972 -287,587,972

    貸付金・基金等の減少 -197,083,000 197,083,000

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -57,000,000 -57,000,000

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -321,711,981 318,012,584 -639,724,565

本年度末純資産残高 14,906,111,823 19,926,023,258 -5,019,911,435

　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 3,033,254,330

    業務費用支出 1,798,862,597

      人件費支出 772,349,867

      物件費等支出 737,262,482

      支払利息支出 20,666,769

      その他の支出 268,583,479

    移転費用支出 1,234,391,733

      補助金等支出 846,984,153

      社会保障給付支出 162,439,504

      他会計への繰出支出 224,968,076

      その他の支出 -

  業務収入 3,364,058,591

    税収等収入 2,770,084,425

    国県等補助金収入 535,382,264

    使用料及び手数料収入 19,448,958

    その他の収入 39,142,944

  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 330,804,261

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,266,430,121

    公共施設等整備費支出 1,008,777,874

    基金積立金支出 250,668,005

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,984,242

    その他の支出 -

  投資活動収入 420,590,773

    国県等補助金収入 189,381,815

    基金取崩収入 197,083,000

    貸付金元金回収収入 33,670,000

    資産売却収入 455,958

    その他の収入 -

投資活動収支 -845,839,348

【財務活動収支】

  財務活動支出 263,619,463

    地方債償還支出 263,619,463

    その他の支出 -

  財務活動収入 745,800,000

    地方債発行収入 745,800,000

前年度末歳計外現金残高 311,804,644

本年度歳計外現金増減額 -302,610,893

本年度末歳計外現金残高 9,193,751

本年度末現金預金残高 266,764,413

    その他の収入 -

財務活動収支 482,180,537

本年度資金収支額 -32,854,550

前年度末資金残高 290,425,212

本年度末資金残高 257,570,662


