
（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 43,203,594,441

資産合計 69,677,452,426 負債及び純資産合計 69,677,452,426

3,339,118,074
30,547,911

-
△ 1,756,544

-
6,062,003,767
2,722,885,693

△ 2,486,241
9,100,022,751
2,436,023,943

573,203,674

6,079,734,261
-

6,079,734,261
86,280,092

121,615,000
262,155,000

-
26,502,768

-

6,582,200,880
392,170,000

8,400,000

91,705,225
70,678,657
21,026,568

875,479,103
6,866,810,762

△ 5,983,937,289

△ 32,901,918,483
-
-

1,492,887,098
△ 844,108,592
51,951,213,166

29,791,680 66,639,433,442
21,073,647,464 △ 23,435,839,001

500,095,172 -

- 1,619,060
- 負債合計 26,473,857,985
-

- -
- 186,701,334
- 1,151,206,123

△ 967,403 101,289,026
- -
- 594

29,590,670,882 2,058,821,486
△ 15,899,135,223 3,444,821,002

79,235,130 2,004,004,865

17,043,440,866 1,858,132,383
1,103,966,701 -

60,577,429,675 23,029,036,983
53,903,523,570 18,890,341,114

【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

31,947,002,633 221,742,000



（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

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

1,632,869

6,290,227

16,766,215,102

168,719,891

116,824,507

50,058,742

-

1,836,642

7,923,096

-

16,605,418,307

968,982,479

188,947,782

3,966,449

776,068,248

10,347,254,342

9,277,237,647

1,058,849,457

11,167,238

3,104,019,683

1,448,609,781

1,655,409,902

-

19,709,437,990

9,362,183,648

3,423,423,463

2,922,091,524

143,713,334

85,196,000

272,422,605

4,969,777,706

3,114,455,648

201,099,464

1,654,222,594

【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 64,202,297,610 △ 20,086,590,459 -

純行政コスト（△） △ 16,766,215,102

財源 16,839,411,468 -

税収等 12,394,789,524

国県等補助金 4,444,621,944

本年度差額 73,196,366 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,694,574,222 △ 3,694,574,222

有形固定資産等の増加 6,055,041,049 △ 6,055,041,049

有形固定資産等の減少 △ 2,286,113,793 2,286,113,793

貸付金・基金等の増加 685,829,373 △ 685,829,373

貸付金・基金等の減少 △ 760,182,407 760,182,407

資産評価差額 △ 22,745,554

無償所管換等 △ 196,451

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 1,234,496,385 272,129,314

本年度純資産変動額 2,437,135,832 △ 3,349,248,542 -

本年度末純資産残高 66,639,433,442 △ 23,435,839,001 -

△ 196,451

-

-

△ 962,367,071

△ 912,112,710

43,203,594,441

△ 22,745,554

44,115,707,151

△ 16,766,215,102

16,839,411,468

12,394,789,524

4,444,621,944

73,196,366

【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

845,260,533
301,561,273

1,146,821,806
2,436,023,943

1,463,028,841
本年度資金収支額 △ 368,817,663
前年度末資金残高 1,658,019,800
本年度末資金残高 1,289,202,137

22,681,098

660,959,865
-

7,982,067
43,533,348

△ 2,762,332,608

2,063,152,257
2,063,152,257

-
3,526,181,098
3,503,500,000

859,779,053

-
6,290,227

930,486,104

4,334,586,941
3,693,922,164

640,664,777
-
-
-

1,572,254,333

116,824,507

465,844,837
10,384,474,342
9,277,237,647
1,058,849,457

48,387,238
19,044,434,225
12,279,533,370
3,584,842,891
1,940,425,827
1,239,632,137

116,824,507

194,426,560

【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

18,003,413,841
7,618,939,499
3,842,127,297
3,116,540,805


