
（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

13,219,399,515 -
2,931,412,640 2,065,493,000
3,315,402,500 -

47,836,379,074 11,664,069,263
46,069,111,375 9,323,914,153

△ 196,035,320 33,771,310
- -
- 6,340

20,001,404,889 274,662,110
△ 13,095,271,515 1,564,868,029

261,427,921 1,115,468,623

- 5,009,652
- 負債合計 13,228,937,292
-

- -
- 182,130,176
- 228,481,928

69,483,141
△ 55,028,271

64,566,050,279

1,058,400 48,888,783,581
32,662,788,545 △ 10,418,781,559

120,450,831 -

236,601,136
950,042,097

△ 763,118,782

△ 32,274,768,571
-
-

1,756,418,357
456,698,637

1,293,637

10,849,342
10,666,089

183,253

1,169,534,697
-

1,169,534,697
-

187,470,000
267,935,000

△ 102,000,000
190,998,938
53,540,280

-
1,052,404,507

744,089,374

△ 12,354,195
3,862,560,240
2,591,575,557

208,402,373

- 純資産合計 38,470,002,022

資産合計 51,698,939,314 負債及び純資産合計 51,698,939,314

308,315,133
14,982,120

-
△ 4,804,317



（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

1,095,343

18,106,690,949

8,201,047,129

2,997,393,598

2,300,008,454

182,130,176

-

515,254,968

4,960,471,626

2,748,471,605

548,696,267

1,662,208,411

16,590,066,443

243,181,905

95,870,764

26,210,035

121,101,106

9,905,643,820

9,043,158,789

854,782,451

7,702,580

1,516,624,506

1,006,232,561

510,391,945

-

3,570,745

18,562,982,644

1,976,486,946

1,860,660,214

155,230

-

13,671,502

3,570,745

102,000,000



（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 49,518,284,757 △ 11,150,569,175 -

純行政コスト（△） △ 18,562,982,644

財源 18,495,653,715 -

税収等 11,256,065,841

国県等補助金 7,239,587,874

本年度差額 △ 67,328,929 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 637,767,485 637,767,485

有形固定資産等の増加 849,968,922 △ 849,968,922

有形固定資産等の減少 △ 1,662,517,811 1,662,517,811

貸付金・基金等の増加 625,982,089 △ 625,982,089

貸付金・基金等の減少 △ 451,200,685 451,200,685

資産評価差額 18,432

無償所管換等 35,713,277

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 27,465,400 161,349,060

本年度純資産変動額 △ 629,501,176 731,787,616 -

本年度末純資産残高 48,888,783,581 △ 10,418,781,559 -

【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

18,432

38,367,715,582

△ 18,562,982,644

18,495,653,715

11,256,065,841

7,239,587,874

△ 67,328,929

35,713,277

-

-

133,883,660

102,286,440

38,470,002,022



（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

95,870,764

【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

16,613,034,783
6,707,390,963
2,980,830,284
3,429,309,368

1,860,660,214

201,380,547
9,905,643,820
9,043,158,789

854,782,451
7,702,580

16,554,272,925
11,251,884,956
3,634,754,028
1,135,561,744

532,072,197
1,862,295,179

2,950,941,427

1,634,965
705,917,964

△ 1,215,139,073

1,368,551,834
836,189,182
530,622,652

-
1,740,000

-
3,216,370,427

26,176,000

256,291,000
8,854,230

154,170
129,600

1,847,818,593

1,173,936,367
1,126,916,546

47,019,821
796,376,000
770,200,000

本年度資金収支額 255,119,153
前年度末資金残高 2,107,986,203
本年度末資金残高 2,363,105,356

88,074,643
140,395,558
228,470,201

2,591,575,557

△ 377,560,367


