
【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 189,464,329,529   固定負債 56,206,856,116

    有形固定資産 174,676,614,730     地方債 48,359,261,324

      事業用資産 89,718,482,152     長期未払金 32,231,172

        土地 46,817,824,128     退職手当引当金 7,815,363,620

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 94,111,901,012     その他 -

        建物減価償却累計額 -55,480,549,374   流動負債 6,727,817,599

        工作物 2,834,733,441     １年内償還予定地方債 5,931,546,211

        工作物減価償却累計額 -1,677,495,975     未払金 10,743,724

        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 585,758,437

        航空機 -     預り金 121,693,709

        航空機減価償却累計額 -     その他 78,075,518

        その他 - 負債合計 62,934,673,715

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,081,472,480   固定資産等形成分 196,897,302,445

      インフラ資産 83,091,485,844   余剰分（不足分） -61,418,089,821

        土地 9,795,812,904

        建物 297,066,340

        建物減価償却累計額 -164,091,229

        工作物 200,588,868,952

        工作物減価償却累計額 -127,622,296,048

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 196,124,925

      物品 9,280,805,165

      物品減価償却累計額 -7,414,158,431

    無形固定資産 138,369,341

      ソフトウェア 138,369,341

      その他 -

    投資その他の資産 14,649,345,458

      投資及び出資金 3,921,896,000

        有価証券 -

        出資金 3,921,896,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 1,380,216,077

      長期貸付金 316,223,955

      基金 9,106,864,989

        減債基金 -

        その他 9,106,864,989

      その他 -

      徴収不能引当金 -75,855,563

  流動資産 8,949,556,810

    現金預金 1,323,959,509

    未収金 209,688,565

    短期貸付金 795,575,262

    基金 6,637,397,654

      財政調整基金 6,530,275,931

      減債基金 107,121,723

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -17,064,180 純資産合計 135,479,212,624

資産合計 198,413,886,339 負債及び純資産合計 198,413,886,339

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 2,569,140

純行政コスト 37,326,986,028

    その他 43,334,071

  臨時利益 10,306,984

    資産売却益 7,737,844

    資産除売却損 97,480,190

    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 36,854,839,055

  臨時損失 482,453,957

    災害復旧事業費 341,639,696

  経常収益 1,685,275,488

    使用料及び手数料 547,174,239

    その他 1,138,101,249

      社会保障給付 7,001,673,339

      他会計への繰出金 4,396,468,856

      その他 19,479,705

        その他 235,158,314

    移転費用 14,854,397,972

      補助金等 3,436,776,072

      その他の業務費用 785,634,783

        支払利息 466,048,140

        徴収不能引当金繰入額 84,428,329

        維持補修費 956,842,314

        減価償却費 6,337,582,742

        その他 -

        その他 858,067,281

      物件費等 14,240,467,170

        物件費 6,946,042,114

        職員給与費 6,775,616,125

        賞与等引当金繰入額 585,758,437

        退職手当引当金繰入額 440,172,775

  経常費用 38,540,114,543

    業務費用 23,685,716,571

      人件費 8,659,614,618

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 137,063,887,324 200,673,550,329 -63,609,663,005

  純行政コスト（△） -37,326,986,028 -37,326,986,028

  財源 35,820,324,307 35,820,324,307

    税収等 28,504,686,441 28,504,686,441

    国県等補助金 7,315,637,866 7,315,637,866

  本年度差額 -1,506,661,721 -1,506,661,721

  固定資産等の変動（内部変動） -3,698,234,905 3,698,234,905

    有形固定資産等の増加 1,949,101,521 -1,949,101,521

    有形固定資産等の減少 -6,570,665,425 6,570,665,425

    貸付金・基金等の増加 1,667,146,623 -1,667,146,623

    貸付金・基金等の減少 -743,817,624 743,817,624

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -78,012,979 -78,012,979

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -1,584,674,700 -3,776,247,884 2,191,573,184

本年度末純資産残高 135,479,212,624 196,897,302,445 -61,418,089,821

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 145,773,811

本年度歳計外現金増減額 -24,080,102

本年度末歳計外現金残高 121,693,709

本年度末現金預金残高 1,323,959,509

    その他の収入 78,075,518

財務活動収支 -1,790,193,332

本年度資金収支額 210,284,213

前年度末資金残高 991,981,587

本年度末資金残高 1,202,265,800

  財務活動支出 6,078,268,850

    地方債償還支出 5,971,510,280

    その他の支出 106,758,570

  財務活動収入 4,288,075,518

    地方債発行収入 4,210,000,000

    貸付金元金回収収入 82,684,787

    資産売却収入 122,283,866

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,302,828,561

【財務活動収支】

    貸付金支出 560,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,140,704,538

    国県等補助金収入 568,588,041

    基金取崩収入 367,147,844

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,443,533,099

    公共施設等整備費支出 1,972,782,927

    基金積立金支出 780,250,172

    投資及び出資金支出 130,500,000

  臨時支出 363,917,296

    災害復旧事業費支出 341,639,696

    その他の支出 22,277,600

  臨時収入 137,214,140

業務活動収支 4,303,306,106

  業務収入 36,774,648,659

    税収等収入 28,488,782,435

    国県等補助金収入 6,612,404,825

    使用料及び手数料収入 539,563,199

    その他の収入 1,133,898,200

    移転費用支出 14,854,397,972

      補助金等支出 3,436,776,072

      社会保障給付支出 7,001,673,339

      他会計への繰出支出 4,396,468,856

      その他の支出 19,479,705

    業務費用支出 17,390,241,425

      人件費支出 8,830,052,047

      物件費等支出 7,902,884,428

      支払利息支出 466,048,140

      その他の支出 191,256,810

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 32,244,639,397


