
(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

【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

11,260,119,679 -
2,823,106,987 2,057,058,000
3,315,402,500 -

44,908,753,013 9,887,389,978
43,278,629,989 7,822,635,682

△ 196,035,320 -
- -
- -

17,267,887,025 7,696,296
△ 12,212,727,834 1,363,450,100

261,427,921 978,193,071

- 5,009,652
- 負債合計 11,250,840,078
-

- -
- 151,777,176
- 228,470,201

34,855,521
△ 34,855,515

63,311,679,970

1,058,400 45,794,719,559
31,953,229,493 △ 9,897,527,405

88,406,770

236,601,136
188,732,130

△ 123,451,313

△ 31,683,458,389
-
-

1,619,456,935
456,698,637

1,293,637

10,666,089
10,666,089

-

1,120,244,938
-

1,120,244,938
-

187,470,000
267,935,000

△ 102,000,000
96,482,908
53,540,280

-
885,966,546
577,651,413

△ 5,509,828
2,239,279,219
1,332,250,769

22,320,249

△ 1,258,345 純資産合計 35,897,192,154

資産合計 47,148,032,232 負債及び純資産合計 47,148,032,232

308,315,133
-
-



(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

-

【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

12,021,178,120

7,025,429,469

2,375,783,995

1,929,221,573

151,777,176

3,233,310,398

294,785,246

4,473,759,161

2,398,324,582

539,687,277

1,535,747,302

-

175,886,313

73,255,068

7,180,752

95,450,493

4,995,748,651

-

854,782,451

899,969,622

7,686,180

455,055,993

88,180,802

366,875,191

11,566,122,127

1,973,848,681

1,860,660,214

155,230

102,000,000

11,033,237

-

-

-

13,539,970,808



(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 46,367,334,917 △ 10,293,015,127

純行政コスト（△） △ 13,539,970,808

財源 13,197,373,803

税収等 8,110,953,321

国県等補助金 5,086,420,482

本年度差額 △ 342,597,005

固定資産等の変動（内部変動） △ 580,752,067 580,752,067

有形固定資産等の増加 775,664,656 △ 775,664,656

有形固定資産等の減少 △ 1,536,056,702 1,536,056,702

貸付金・基金等の増加 552,455,323 △ 552,455,323

貸付金・基金等の減少 △ 372,815,344 372,815,344

資産評価差額 18,432

無償所管換等 35,713,277

その他 △ 27,595,000 157,332,660

本年度純資産変動額 △ 572,615,358 395,487,722

本年度末純資産残高 45,794,719,559 △ 9,897,527,405

△ 342,597,005

【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

36,074,319,790

△ 13,539,970,808

13,197,373,803

8,110,953,321

5,086,420,482

18,432

35,713,277

129,737,660

△ 177,127,636

35,897,192,154



（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

73,255,068

【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

10,457,087,052
5,461,338,401
2,361,814,611
2,938,011,859

1,860,660,214

88,256,863
4,995,748,651
3,233,310,398

854,782,451
899,969,622

7,686,180
10,056,889,213
8,103,214,915
1,486,396,636

89,362,276
377,915,386

3,131,203,827

1,860,660,214
-

699,119,419
△ 1,561,738,634

1,282,743,092
750,616,396
530,386,696

-
1,740,000

-

759,000,000

2,900,904,427
221,291,000

8,854,230
154,170

-
1,848,460,735

1,050,418,209
1,045,408,557

5,009,652
759,000,000

1,332,250,769

-
△ 291,418,209

本年度資金収支額 △ 4,696,108
前年度末資金残高 1,108,476,676
本年度末資金残高 1,103,780,568

87,979,568
140,490,633
228,470,201


