
(単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債
工作物減価償却累計額 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
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
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

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他

徴収不能引当金

【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 金額 科目 金額

34,516,296,968 -
13,019,512,773 3,568,313,000
2,890,732,300 -

67,795,194,447 31,497,930,486
58,399,381,161 27,832,393,966

△ 6,045,630 -
2,451,600 -

- -

39,498,611,748 97,223,520
△ 21,468,948,547 3,303,314,244

487,367,829 2,970,267,118

- 43,351,188
- 負債合計 34,801,244,730
-

- -
- 235,334,922
- 54,361,016

1,368,405,238
△ 758,600,394
96,443,543,252

92,614,895 70,063,980,615
23,373,923,993 △ 34,039,141,000
1,816,148,923

12,290,200
2,078,250,613

△ 1,569,090,413

△ 75,507,863,226
-
-

9,354,435,207
306,733,788
10,500,000

41,378,079
41,378,079

-

7,537,753,660
-

7,537,753,660
-

188,233,788
108,000,000

△ 61,916,821
1,507,867,735

92,520,600

13,102,800
2,255,683,368
1,622,223,673

△ 28,523,755
3,030,889,898

682,428,586
85,309,974

△ 5,634,830 純資産合計 36,024,839,615

資産合計 70,826,084,345 負債及び純資産合計 70,826,084,345

633,459,695
-
-



(単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

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

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

3,838,147,309

【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 金額

26,650,034,722

16,036,909,006

7,264,198,442

2,945,812,534

235,334,922

4,269,521,497

244,903,677

8,196,579,756

6,049,028,212

457,287,563

1,690,263,981

-

576,130,808

243,802,452

55,089,640

277,238,716

10,613,125,716

-

3,670,911,743

2,562,150,285

110,542,191

1,137,682,360

185,895,375

951,786,985

25,512,352,362

493,394,650

146,875,804

283,919,354

61,916,821

682,671

3,177,022

3,177,022

-

26,002,569,990



(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 67,994,506,226 △ 28,792,484,072

純行政コスト（△） △ 26,002,569,990

財源 22,432,778,210

税収等 15,675,826,742

国県等補助金 6,756,951,468

本年度差額 △ 3,569,791,780

固定資産等の変動（内部変動） 1,688,130,020 △ 1,688,130,020

有形固定資産等の増加 5,222,574,371 △ 5,222,574,371

有形固定資産等の減少 △ 2,972,214,214 2,972,214,214

貸付金・基金等の増加 2,220,802,079 △ 2,220,802,079

貸付金・基金等の減少 △ 2,783,032,216 2,783,032,216

資産評価差額 -

無償所管換等 1,447,466,215

その他 △ 1,066,121,846 11,264,872

本年度純資産変動額 2,069,474,389 △ 5,246,656,928

本年度末純資産残高 70,063,980,615 △ 34,039,141,000

△ 3,569,791,780

【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

39,202,022,154

△ 26,002,569,990

22,432,778,210

15,675,826,742

6,756,951,468

-

1,447,466,215

△ 1,054,856,974

△ 3,177,182,539

36,024,839,615



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

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
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
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
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

243,802,452

【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

21,355,631,095
10,742,505,379
3,715,148,436
6,506,315,775

146,875,804

277,238,716
10,613,125,716
4,269,521,497
3,670,911,743
2,562,150,285

110,542,191
21,350,153,689
15,690,983,215
4,517,559,233

187,010,235
954,601,006

4,227,085,933

146,875,804
-

572,851,017
420,497,807

6,216,106,911
4,080,747,363

958,422,490
21,867,058

1,155,070,000
-

4,498,378,000

1,666,541,218
1,445,707,915
1,108,940,000

5,896,800
-

△ 1,989,020,978

3,015,550,279
2,954,070,858

61,479,421
4,498,378,000

682,428,586

-
1,482,827,721

本年度資金収支額 △ 85,695,450
前年度末資金残高 713,763,020
本年度末資金残高 628,067,570

50,108,439
4,252,577

54,361,016


