
(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 △ 649,240 純資産合計 40,765,780,555

資産合計 58,792,174,604 負債及び純資産合計 58,792,174,604

3,339,118,074
-
-

-
5,799,147,180
2,460,029,106

△ 729,322
7,181,161,822
1,375,139,953

7,523,929

6,051,700,788
-

6,051,700,788
-

121,610,000
1,553,937,000

-
10,561,070

-

7,745,479,536
1,683,947,000

8,400,000

64,732,177
64,732,177

-

244,915,803
1,283,272,122

△ 1,152,503,426

△ 28,058,076,559
-
-

325,208,596
△ 260,887,343
41,887,811,912

29,791,680 57,410,159,962
14,497,085,577 △ 16,644,379,407

358,113,168

- -
- 負債合計 18,026,394,049
-

- -
- 84,670,667
- 1,146,821,806

△ 967,403 8,548,000
- -
- -

26,042,661,228 -
△ 14,815,033,081 2,835,876,473

78,975,930 1,595,836,000

16,733,551,741 1,363,529,000
1,103,966,701 -

51,611,012,782 15,190,517,576
43,800,801,069 13,605,246,576

【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

29,172,946,796 221,742,000



(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

376,766

1,632,869

1,632,869

-

10,861,603,617

-

1,054,537,420

1,062,579,320

10,406,048

548,533,533

223,575,269

324,958,264

10,695,976,471

167,260,015

116,824,507

50,058,742

-

3,197,700,170

100,097,014

3,568,234,894

2,220,778,163

177,179,086

1,170,277,645

-

133,688,962

85,382,445

754,104

47,552,413

5,325,222,958

63,208,000

【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

11,244,510,004

5,919,287,046

2,217,363,190

1,969,387,509

84,670,667



(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 55,510,458,038 △ 14,762,144,732

純行政コスト（△） △ 10,861,603,617

財源 10,902,012,871

税収等 8,194,899,311

国県等補助金 2,707,113,560

本年度差額 40,409,254

固定資産等の変動（内部変動） 1,922,643,929 △ 1,922,643,929

有形固定資産等の増加 3,758,924,083 △ 3,758,924,083

有形固定資産等の減少 △ 1,802,168,844 1,802,168,844

貸付金・基金等の増加 637,421,950 △ 637,421,950

貸付金・基金等の減少 △ 671,533,260 671,533,260

資産評価差額 △ 22,745,554

無償所管換等 △ 196,451

その他 - -

本年度純資産変動額 1,899,701,924 △ 1,882,234,675

本年度末純資産残高 57,410,159,962 △ 16,644,379,407

△ 196,451

-

17,467,249

40,765,780,555

△ 22,745,554

40,409,254

【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

40,748,313,306

△ 10,861,603,617

10,902,012,871

8,194,899,311

2,707,113,560



（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 1,375,139,953

-
1,510,476,003

本年度資金収支額 △ 374,601,350
前年度末資金残高 602,919,497
本年度末資金残高 228,318,147

841,000,633
305,821,173

1,146,821,806

3,165,100,000

859,779,053
660,959,865

-
7,982,067

-
△ 2,271,253,633

1,654,623,997
1,654,623,997

-
3,165,100,000

1,528,720,985

116,824,507
-
-

386,176,280

3,799,974,618
3,172,687,588

604,605,932
22,681,098

-
-

116,824,507

46,592,882
5,362,442,958
3,197,700,170
1,054,537,420
1,062,579,320

47,626,048
10,591,694,413
8,195,103,557
1,847,334,507

224,850,434
324,405,915

85,382,445

【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

10,088,693,626
4,726,250,668
2,154,297,856
2,439,977,485


