
（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 地方債等
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等
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 他団体出資等分
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

繰延資産 - 純資産合計 37,974,172,472

資産合計 80,924,785,556 負債及び純資産合計 80,924,785,556

633,459,695
36,674,687

219,158
△ 31,797,108

13,102,800
2,356,490,250
1,723,030,555

△ 66,496,194
4,635,133,461
1,620,283,294

640,160,380

7,675,913,290
-

7,675,913,290
-

188,712,788
108,000,000

△ 61,916,821
1,833,283,746

99,120,600

9,787,117,409
307,212,788
10,500,000

52,599,930
52,243,743

356,187

33,437,423
4,530,566,991

△ 3,183,525,825

△ 78,107,516,243
-
-

2,311,998,037
△ 1,314,856,858
101,902,728,330

92,614,895 78,659,245,145
26,717,967,653 △ 40,685,072,673
1,892,176,964 -

- 98,308,150
- 負債合計 42,950,613,084
-

- -
- 321,052,372
- 64,103,003

△ 6,045,630 169,490,782
2,451,600 35,553,923

- 141,863

43,889,182,898 1,704,849,144
△ 22,250,047,278 3,989,095,631

487,367,829 3,300,445,538

13,278,669,323 4,049,315,967
2,890,732,300 -

76,289,652,095 38,961,517,453
66,449,934,756 33,207,352,342

【様式第１号】

全体貸借対照表
(平成30年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

38,384,925,937 -



（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

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

3,177,022

18,123,753

38,129,930,843

503,175,148

146,875,804

288,206,889

-

6,175,634

21,300,775

61,916,821

37,648,056,470

1,020,980,703

356,223,567

127,587,122

537,170,014

21,789,039,538

18,003,252,077

3,673,284,949

112,502,512

3,980,666,354

744,634,494

3,236,031,860

386,945,966

41,628,722,824

19,839,683,286

9,090,354,381

3,701,852,879

319,884,372

3,838,147,309

1,230,469,821

9,728,348,202

6,816,034,171

498,528,474

2,026,839,591

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自  平成29年4月1日
至  平成30年3月31日

科目 金額



（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 77,022,049,808 △ 35,533,583,746 -

純行政コスト（△） △ 38,129,930,843

財源 34,585,026,645 -

税収等 23,388,026,300

国県等補助金 11,197,000,345

本年度差額 △ 3,544,904,198 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,562,986,463 △ 1,562,986,463

有形固定資産等の増加 5,588,507,441 △ 5,588,507,441

有形固定資産等の減少 △ 3,313,077,359 3,313,077,359

貸付金・基金等の増加 2,352,795,686 △ 2,352,795,686

貸付金・基金等の減少 △ 3,065,239,305 3,065,239,305

資産評価差額 2,397,441

無償所管換等 1,061,277,794

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 989,466,361 △ 43,598,266

本年度純資産変動額 1,637,195,337 △ 5,151,488,927 -

本年度末純資産残高 78,659,245,145 △ 40,685,072,673 -

1,061,277,794

-

-

△ 1,033,064,627

△ 3,514,293,590

37,974,172,472

2,397,441

41,488,466,062

△ 38,129,930,843

34,585,026,645

23,388,026,300

11,197,000,345

△ 3,544,904,198

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
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

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
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
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
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

50,108,439
4,252,577

54,361,016
1,620,283,294

1,421,724,740
本年度資金収支額 △ 144,351,141
前年度末資金残高 1,710,273,419
本年度末資金残高 1,565,922,278

462,504,000

1,506,470,915
1,108,940,000

5,896,800
79,052,926

△ 2,183,735,880

3,539,157,260
3,457,677,839

81,479,421
4,960,882,000
4,498,378,000

1,694,291,218

9,045,715
597,343,770
617,659,999

6,578,387,739
4,431,526,154

966,730,971
21,867,058

1,158,070,000
193,556

4,394,651,859

146,875,804

699,105,300
21,789,039,538
18,003,252,077
3,673,284,949

112,502,512
36,329,984,719
23,361,083,300
8,951,239,110

777,105,222
3,240,557,087

155,921,519

356,223,567

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日

科目 金額

36,153,746,971
14,364,707,433
5,541,229,916
7,768,148,650


