
 

（単位：円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 24,086,040,330 固定負債 2,625,105,680

有形固定資産 18,754,341,753 地方債 2,625,105,680

事業用資産 5,609,666,627 長期未払金 -
土地 1,344,512,933 退職手当引当金 -

立木竹 1,077,287,800 損失補償等引当金 -
建物 7,196,409,231 その他 -
建物減価償却累計額 △ 4,044,024,627 流動負債 593,529,962

工作物 400,577,200 １年内償還予定地方債 524,712,616
工作物減価償却累計額 △ 365,095,910 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 40,922,727
航空機 - 預り金 27,894,619
航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 3,218,635,642
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 - 固定資産等形成分 27,975,827,106

インフラ資産 13,130,894,853 余剰分（不足分） △ 3,012,577,417

土地 391,448,614

建物 -

建物減価償却累計額 -

工作物 28,189,516,733

工作物減価償却累計額 △ 15,458,391,192

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 8,320,698

物品 203,256,093

物品減価償却累計額 △ 189,475,820

無形固定資産 518,400

ソフトウェア 518,400

その他 -

投資その他の資産 5,331,180,177

投資及び出資金 339,102,600

有価証券 14,000,000

出資金 325,102,600

その他 -

投資損失引当金 △ 2,193,085

長期延滞債権 97,008,132

長期貸付金 81,739,200

基金 4,817,474,573

減債基金 -

その他 4,817,474,573

その他 -

徴収不能引当金 △ 1,951,243

流動資産 4,095,845,001

現金預金 136,857,719

未収金 37,294,272

短期貸付金 -

基金 3,889,786,776

財政調整基金 2,056,738,124

減債基金 1,833,048,652

棚卸資産 31,954,972

その他 -

徴収不能引当金 △ 48,738 24,963,249,689

28,181,885,331 28,181,885,331

一般会計等貸借対照表
（平成３０年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



 

   

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）

金　　　額

経常費用 4,815,853,736

業務費用 3,330,766,201

人件費 728,817,524

職員給与費 629,265,036

賞与等引当金繰入額 40,922,727

退職手当引当金繰入額 -

その他 58,629,761

物件費等 2,516,222,889

物件費 1,774,462,419

維持補修費 78,513,416

減価償却費 661,843,414

その他 1,403,640

その他の業務費用 85,725,788

支払利息 38,081,489

徴収不能引当金繰入額 615,546

その他 47,028,753

移転費用 1,485,087,535

補助金等 825,215,749

社会保障給付 416,350,821

他会計への繰出金 243,090,365

その他 430,600

経常収益 144,485,977

使用料及び手数料 69,130,033

その他 75,355,944

純経常行政コスト △ 4,671,367,759

臨時損失 19,100,584

災害復旧事業費 19,100,584

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 14,957,254

資産売却益 7,212,851

その他 7,744,403

純行政コスト △ 4,675,511,089

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）

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 24,337,987,936 27,605,921,553 △ 3,267,933,617

純行政コスト（△） △ 4,675,511,089 △ 4,675,511,089

財源 5,270,946,261 5,270,946,261

税収等 4,547,319,094 4,547,319,094

国県等補助金 723,627,167 723,627,167

本年度差額 595,435,172 595,435,172

固定資産の変動（内部変動） 349,630,123 △ 349,630,123

有形固定資産等の増加 337,546,287 △ 337,546,287

有形固定資産等の減少 △ 661,843,414 661,843,414

貸付金・基金等の増加 1,115,952,086 △ 1,115,952,086

貸付金・基金等の減少 △ 442,024,836 442,024,836

資産評価差額 - -

無償所管換等 20,275,430 20,275,430

内部取引 - -

その他 9,551,151 9,551,151

本年度純資産変動額 625,261,753 369,905,553 255,356,200

一般財源等充当調整額 - -

本年度末純資産残高 24,963,249,689 27,975,827,106 △ 3,012,577,417

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



   

（単位：円）

金　　　額

【業務活動収支】

業務支出 4,157,439,954

業務費用支出 2,672,352,419

人件費支出 732,862,702

物件費等支出 1,854,379,475

支払利息支出 38,081,489

その他の支出 47,028,753

移転費用支出 1,485,087,535

補助金等支出 825,215,749

社会保障給付支出 416,350,821

他会計への繰出支出 243,090,365

その他の支出 430,600

業務収入 5,262,094,778

税収等収入 4,542,435,919

国県等補助金収入 598,480,389

使用料及び手数料収入 45,808,224

その他の収入 75,370,246

臨時支出 19,100,584

災害復旧事業費支出 19,100,584

その他の支出 -

臨時収入 7,842,178

業務活動収支 1,093,396,418

【投資活動収支】

投資活動支出 1,348,745,838

公共施設等整備費支出 337,546,287

基金積立金支出 965,239,551

投資及び出資金支出 30,300,000

貸付金支出 15,660,000

その他の支出 -

投資活動収入 474,542,853

国県等補助金収入 117,304,600

基金取崩収入 332,500,000

貸付金元金回収収入 12,349,098

資産売却収入 12,389,155

その他の収入 -

投資活動収支 △ 874,202,985

【財務活動収支】

財務活動支出 615,623,540

地方債償還支出 615,623,540

その他の支出 -

財務活動収入 250,249,000

地方債発行収入 250,249,000

その他の収入 -

財務活動収支 △ 365,374,540

本年度資金収支額 △ 146,181,107

一般財源等充当調整額 -

前年度末資金残高 255,144,207

本年度末資金残高 108,963,100

前年度末歳計外現金残高 26,299,692

本年度歳計外現金増減額 1,594,927

本年度末歳計外現金残高 27,894,619

本年度末現金預金残高 136,857,719

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


