
（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 213,850,435,576

資産合計 293,363,333,627 負債及び純資産合計 293,363,333,627

1,217,794,651
24,740,951

2,684,475,886
△ 32,400,176

5,881,015
4,988,910,222
3,771,115,571

△ 96,238,333
14,522,292,439
5,053,705,705
1,796,978,836

7,509,403,170
-

7,509,403,170
28,614,222

179,062,000
52,750,000

-
1,286,429,775

10,213,912

8,983,373,746
244,951,000
13,139,000

1,927,372,439
256,536,356

1,670,836,083

952,151,490
12,953,741,275

△ 8,544,788,328

△ 128,375,346,385
-
-

4,480,727,356
△ 1,881,384,662
217,229,164,126

2,065,407,478 283,835,832,425
106,050,155,837 △ 69,985,396,849
13,644,843,912 -

- 4,583,387,975
319,755,922 負債合計 79,512,898,051

△ 284,966,382

- -
- 700,455,722
- 114,458,719

△ 11,200,533,550 463,395,601
50,966,135 271,052,202

△ 25,659,771 -

78,056,116,271 7,809,534
△ 42,207,009,819 12,746,627,576

20,570,489,253 6,613,877,357

107,859,472,929 6,843,627,202
2,267,147,753 -

278,841,041,188 66,766,270,475
267,930,295,003 59,914,833,739

【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

157,471,186,219 -



（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

-

2,058,337

54,186,128,551

2,908,580,771

477,448,122

2,387,811,774

-

43,320,875

2,058,337

-

51,279,606,117

1,493,944,591

745,544,939

139,031,736

609,367,916

31,653,121,679

22,034,679,942

9,247,691,291

370,750,446

10,500,496,122

9,005,956,430

1,494,539,692

-

61,780,102,239

30,126,980,560

11,964,068,860

7,267,354,609

698,319,359

1,117,725,747

2,880,669,145

16,668,967,109

9,662,357,593

171,649,026

6,834,960,490

【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 285,188,510,473 △ 70,649,365,252 -

純行政コスト（△） △ 54,186,128,551

財源 52,588,355,749 -

税収等 36,197,705,456

国県等補助金 16,390,650,293

本年度差額 △ 1,597,772,802 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,122,755,846 1,122,755,846

有形固定資産等の増加 11,729,469,558 △ 11,729,469,558

有形固定資産等の減少 △ 11,307,817,859 11,307,817,859

貸付金・基金等の増加 1,508,403,341 △ 1,508,403,341

貸付金・基金等の減少 △ 3,052,810,886 3,052,810,886

資産評価差額 -

無償所管換等 187,192,898

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 1,028,816,456 1,750,686,715

本年度純資産変動額 △ 1,964,379,404 1,275,669,759 -

本年度末純資産残高 283,224,131,069 △ 69,373,695,493 -213,850,435,576

187,192,898

-

-

721,870,259

△ 688,709,645

-

214,539,145,221

△ 54,186,128,551

52,588,355,749

36,197,705,456

16,390,650,293

△ 1,597,772,802

【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

129,552,133
△ 15,093,414

114,458,719
5,053,705,705

△ 1,790,500,510
本年度資金収支額 △ 2,232,214,450
前年度末資金残高 7,171,461,436
本年度末資金残高 4,939,246,986

6,000,000

2,372,058,972
48,238,112
6,000,000

71,542,700
△ 2,671,257,554

6,845,530,510
6,812,531,894

32,998,616
5,055,030,000
5,049,030,000

2,973,302,724

143,349,712
338,353,804

2,229,543,614

8,142,400,062
7,185,369,216

886,366,624
-

42,050,000
28,614,222

5,471,142,508

477,448,122

3,307,988,347
31,653,121,679
22,034,679,942
9,247,691,291

370,750,446
59,226,892,519
35,949,485,434
13,158,883,872
8,849,282,587
1,269,240,626

620,797,834

745,544,939

【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

56,714,904,875
25,061,783,196
11,430,868,988
9,577,380,922


