
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 6,567,762,562 固定負債 1,423,044,619

有形固定資産 6,026,568,203 地方債 1,135,324,619

事業用資産 3,187,820,943 長期未払金 -

土地 698,804,058 退職手当引当金 287,720,000

立木竹 - 損失補償等引当金 -

建物 4,828,881,734 その他 -

建物減価償却累計額 △2,648,752,868 流動負債 117,090,863

工作物 393,087,581 1年内償還予定地方債 91,055,445

工作物減価償却累計額 △93,468,402 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 23,404,129

航空機 - 預り金 2,631,289

航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 1,540,135,482

その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

建設仮勘定 9,268,840 固定資産等形成分 6,895,388,675

インフラ資産 2,751,301,227 余剰分（不足分） △1,483,942,385

土地 3,120,960

建物 6,202,280

建物減価償却累計額 △4,387,116

工作物 6,099,448,932

工作物減価償却累計額 △3,941,677,749

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 588,593,920

物品 205,109,997

物品減価償却累計額 △117,663,964

無形固定資産 2,940,264

ソフトウェア 2,940,264

その他 -

投資その他の資産 538,254,095

投資及び出資金 124,294,000

有価証券 -

出資金 124,294,000

その他 -

投資損失引当金 △77,180,416

長期延滞債権 10,115,082

長期貸付金 -

基金 481,683,831

減債基金 151,135,859

その他 330,547,972

その他 -

徴収不能引当金 △658,402

流動資産 383,819,210

現金預金 53,272,747

未収金 2,923,423

短期貸付金 -

基金 327,626,113

財政調整基金 327,626,113

減債基金 -

棚卸資産 -

その他 -
徴収不能引当金 △3,073 5,411,446,290

6,951,581,772 6,951,581,772

負債合計

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
（平成30年３月31日現在）

科目 科目



（単位：円）

金額

経常費用 1,436,505,670

業務費用 875,192,317

人件費 398,324,655

職員給与費 321,665,733

賞与等引当金繰入額 23,404,129

退職手当引当金繰入額 31,502,000

その他 21,752,793

物件費等 465,049,858

物件費 187,495,989

維持補修費 29,981,499

減価償却費 247,572,370

その他 -

その他の業務費用 11,817,804

支払利息 6,731,057

徴収不能引当金繰入額 453,582

その他 4,633,165

移転費用 561,313,353

補助金等 373,483,138

社会保障給付 67,239,675

他会計への繰出金 120,409,940

その他 180,600

経常収益 81,862,253

使用料及び手数料 13,544,458

その他 68,317,795

純経常行政コスト 1,354,643,417

臨時損失 80,194,704

災害復旧事業費 3,014,285

資産除売却損 3

投資損失引当金繰入額 77,180,416

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 2,000

資産売却益 2,000

その他 -

純行政コスト 1,434,836,121

【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



（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 5,512,920,008 6,860,267,056 △1,347,347,048

純行政コスト（△） △1,434,836,121 △1,434,836,121

財源 1,266,958,912 1,266,958,912

税収等 1,000,679,986 1,000,679,986

国県等補助金 266,278,926 266,278,926

本年度差額 △167,877,209 △167,877,209

固定資産等の変動（内部変動） △31,281,872 31,281,872

有形固定資産等の増加 313,402,653 △313,402,653

有形固定資産等の減少 △274,425,432 274,425,432

貸付金・基金等の増加 27,537,313 △27,537,313

貸付金・基金等の減少 △97,796,406 97,796,406

資産評価差額 - -

無償所管換等 66,403,491 66,403,491

その他 - - -

本年度純資産変動額 △101,473,718 35,121,619 △136,595,337

本年度末純資産残高 5,411,446,290 6,895,388,675 △1,483,942,385

【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



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 1,155,828,854

業務費用支出 594,515,501
人件費支出 365,673,791
物件費等支出 217,462,618
支払利息支出 6,731,057
その他の支出 4,648,035

移転費用支出 561,313,353
補助金等支出 373,483,138
社会保障給付支出 67,239,675
他会計への繰出支出 120,409,940
その他の支出 180,600

業務収入 1,211,416,291
税収等収入 1,002,830,083
国県等補助金収入 126,913,232
使用料及び手数料収入 13,355,858
その他の収入 68,317,118

臨時支出 3,014,285
災害復旧事業費支出 3,014,285
その他の支出 -

臨時収入 1,071,000
業務活動収支 53,644,152
【投資活動収支】

投資活動支出 309,679,859
公共施設等整備費支出 286,549,594
基金積立金支出 23,130,265
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 153,047,603
国県等補助金収入 138,294,694
基金取崩収入 14,750,909
貸付金元金回収収入 -
資産売却収入 2,000
その他の収入 -

投資活動収支 △156,632,256
【財務活動収支】

財務活動支出 93,932,253
地方債償還支出 93,932,253
その他の支出 -

財務活動収入 174,597,000
地方債発行収入 174,597,000
その他の収入 -

財務活動収支 80,664,747
△22,323,357
72,964,815
50,641,458

前年度末歳計外現金残高 1,638,948
本年度歳計外現金増減額 992,341
本年度末歳計外現金残高 2,631,289
本年度末現金預金残高 53,272,747

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高

【様式第４号】

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


