
（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

【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

29,370,145,353 -
15,883,888,520 -

356,490,000 -

85,062,797,846 34,307,348,392
79,531,579,312 22,340,329,490

△ 154,019,132 131,290,939
- -
- -

21,995,489,313 11,967,018,902
△ 9,570,226,604 2,260,312,444

544,512,096 1,812,044,209

- 628,944
- 負債合計 36,567,660,836
-

- -
- 128,759,641
- 187,588,711

526,023,613
△ 196,995,517
62,841,199,431

314,011,160 87,958,833,817
49,541,279,206 △ 34,340,313,931
6,195,496,682 -

218,089,625
1,452,344,768

△ 832,190,015

△ 20,042,534,628
-
-

4,739,372,768
329,678,000
34,700,000

791,845,766
-

791,845,766

3,928,979,115
-

3,928,979,115
-

37,098,000
257,880,000

-
494,876,154

5,862,800

2,888,200
2,893,147,771
2,504,589,698

△ 20,023,301
5,123,382,876
2,014,669,414
219,869,869

- 純資産合計 53,618,519,886

資産合計 90,186,180,722 負債及び純資産合計 90,186,180,722

388,558,073
178,260
370,164

△ 7,740,802



（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

【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

-

19,915,922,511

8,886,448,141

2,070,222,268

1,619,977,373

127,387,834

-

322,857,061

5,968,123,269

3,590,841,001

326,403,992

2,050,878,276

18,080,159,695

848,102,604

288,718,010

19,341,414

540,043,180

11,029,474,370

8,528,909,119

2,335,221,396

165,343,855

1,835,762,816

892,655,532

943,107,284

-

18,558,078

19,185,714,276

1,124,112,659

-

1,109,990,274

-

14,122,385

18,558,078

-



（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 87,880,948,729 △ 34,824,448,066 -

純行政コスト（△） △ 19,185,714,276

財源 19,275,455,871 -

税収等 13,479,679,016

国県等補助金 5,795,776,855

本年度差額 89,741,595 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 333,385,933 333,385,933

有形固定資産等の増加 2,471,552,106 △ 2,471,552,106

有形固定資産等の減少 △ 3,562,243,119 3,562,243,119

貸付金・基金等の増加 1,535,375,692 △ 1,535,375,692

貸付金・基金等の減少 △ 778,070,612 778,070,612

資産評価差額 -

無償所管換等 678,328,556

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 267,057,535 61,006,607

本年度純資産変動額 77,885,088 484,134,135 -

本年度末純資産残高 87,958,833,817 △ 34,340,313,931 -

【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

-

53,056,500,663

△ 19,185,714,276

19,275,455,871

13,479,679,016

5,795,776,855

89,741,595

678,328,556

-

-

△ 206,050,928

562,019,223

53,618,519,886



（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

288,718,010

【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

17,856,719,478
6,827,245,108
2,054,891,173
3,917,244,993

-

566,390,932
11,029,474,370
8,528,909,119
2,335,221,396
165,343,855

19,518,768,388
13,125,917,842
4,549,171,855
895,022,600
948,656,091

-

365,551,000

-
967,823,559

2,629,872,469

3,478,818,021
2,064,644,684
1,287,420,337
126,417,000

336,000
-

990,865,593

-

559,231,000
673,200

-
65,410,393

△ 2,487,952,428

2,051,195,066
2,051,195,066

-
2,057,017,000
2,057,017,000

本年度資金収支額 147,741,975
前年度末資金残高 1,692,031,148
本年度末資金残高 1,839,773,123

156,014,842
18,881,449

174,896,291
2,014,669,414

5,821,934


