
*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 98,732,457,581 固定負債 14,103,583,329

有形固定資産 92,320,836,747 地方債 12,961,314,329
事業用資産 17,852,550,871 長期未払金 -

土地 1,915,223,480 退職手当引当金 1,142,269,000
立木竹 3,725,238,689 損失補償等引当金 -
建物 20,769,320,480 その他 -
建物減価償却累計額 △ 13,128,016,635 流動負債 1,900,612,317
工作物 5,163,966,253 1年内償還予定地方債 1,603,365,571
工作物減価償却累計額 △ 1,615,222,041 未払金 0
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 -
浮標等 5,609,520 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 137,382,173
航空機 - 預り金 159,864,573
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 16,004,195,646
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 1,016,431,125 固定資産等形成分 104,783,496,041

インフラ資産 74,160,094,112 余剰分（不足分） △ 14,126,513,517
土地 445,225,529
建物 -
建物減価償却累計額 -
工作物 186,029,084,350
工作物減価償却累計額 △ 112,595,006,407
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 280,790,640

物品 1,119,143,439
物品減価償却累計額 △ 810,951,675

無形固定資産 72,713,873
ソフトウェア 72,713,873
その他 -

投資その他の資産 6,338,906,961
投資及び出資金 70,480,800

有価証券 46,360,000
出資金 24,120,800
その他 -

投資損失引当金 △ 27,958,829
長期延滞債権 31,700,025
長期貸付金 687,512,709
基金 5,578,838,949

減債基金 -
その他 5,578,838,949

その他 -
徴収不能引当金 △ 1,666,693

流動資産 7,928,720,589
現金預金 1,870,715,405
未収金 6,999,644
短期貸付金 17,865,500
基金 6,033,172,960

財政調整基金 3,685,941,968
減債基金 2,347,230,992

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 32,920 90,656,982,524

106,661,178,170 106,661,178,170

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額



*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 11,762,899,469
業務費用 8,903,031,422

人件費 1,988,234,488
職員給与費 1,757,164,861
賞与等引当金繰入額 137,382,173
退職手当引当金繰入額 -
その他 93,687,454

物件費等 6,780,540,389
物件費 1,629,753,576
維持補修費 775,401,035
減価償却費 4,375,385,778
その他 -

その他の業務費用 134,256,545
支払利息 97,661,036
徴収不能引当金繰入額 1,699,613
その他 34,895,896

移転費用 2,859,868,047
補助金等 1,622,427,662
社会保障給付 366,834,821
他会計への繰出金 789,925,617
その他 80,679,947

経常収益 539,006,908
使用料及び手数料 300,290,639
その他 238,716,269

純経常行政コスト △ 11,223,892,561
臨時損失 272,014,849

災害復旧事業費 129,042,871
資産除売却損 137,577,957
投資損失引当金繰入額 1,452,557
損失補償等引当金繰入額 -
その他 3,941,464

臨時利益 39,179,746
資産売却益 39,179,746
その他 -

純行政コスト △ 11,456,727,664

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

前年度末純資産残高 93,317,273,966 106,470,575,973 △ 13,153,302,007

純行政コスト（△） △ 11,456,727,664 △ 11,456,727,664

財源 8,837,879,054 8,837,879,054

税収等 6,736,093,650 6,736,093,650

国県等補助金 2,101,785,404 2,101,785,404

本年度差額 △ 2,618,848,610 △ 2,618,848,610

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,668,685,655 1,668,685,655

有形固定資産等の増加 3,444,132,892 △ 3,444,132,892

有形固定資産等の減少 △ 4,514,485,675 4,514,485,675

貸付金・基金等の増加 1,109,643,997 △ 1,109,643,997

貸付金・基金等の減少 △ 1,707,976,869 1,707,976,869

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 18,394,277 △ 18,394,277

その他 △ 23,048,555 - △ 23,048,555

本年度純資産変動額 △ 2,660,291,442 △ 1,687,079,932 △ 973,211,510

本年度末純資産残高 90,656,982,524 104,783,496,041 △ 14,126,513,517

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 7,385,053,662

業務費用支出 4,525,185,615
人件費支出 1,987,474,072
物件費等支出 2,429,059,793
支払利息支出 97,661,036
その他の支出 10,990,714

移転費用支出 2,859,868,047
補助金等支出 1,622,427,662
社会保障給付支出 366,834,821
他会計への繰出支出 789,925,617
その他の支出 80,679,947

業務収入 8,376,777,103
税収等収入 6,733,965,532
国県等補助金収入 1,136,961,046
使用料及び手数料収入 300,282,836
その他の収入 205,567,689

臨時支出 129,042,871
災害復旧事業費支出 129,042,871
その他の支出 -

臨時収入 125,836,526
業務活動収支 988,517,096
【投資活動収支】

投資活動支出 4,534,438,012
公共施設等整備費支出 3,444,132,892
基金積立金支出 1,075,283,120
投資及び出資金支出 -
貸付金支出 15,022,000
その他の支出 -

投資活動収入 2,545,657,333
国県等補助金収入 838,987,832
基金取崩収入 1,638,240,235
貸付金元金回収収入 22,883,890
資産売却収入 40,701,686
その他の収入 4,843,690

投資活動収支 △ 1,988,780,679
【財務活動収支】

財務活動支出 1,583,126,091
地方債償還支出 1,583,126,091
その他の支出 -

財務活動収入 1,921,400,000
地方債発行収入 1,921,400,000
その他の収入 -

財務活動収支 338,273,909
△ 661,989,674
2,372,840,506
1,710,850,832

前年度末歳計外現金残高 128,107,978
本年度歳計外現金増減額 31,756,595
本年度末歳計外現金残高 159,864,573
本年度末現金預金残高 1,870,715,405

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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


