
(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 △ 2,151,764 純資産合計 21,929,661,466

資産合計 44,509,842,615 負債及び純資産合計 44,509,842,615

71,546,188
-
-

67,773,072
1,617,847,811
1,546,301,623

△ 11,292,602
3,687,100,651
1,956,409,262

47,222,270

1,363,383,505
-

1,363,383,505
-

547,633,000
836,000,000

△ 746,000,000
305,292,869
363,378,743

2,660,900,515
1,386,138,000

2,505,000

1,097,064
1,097,064

-

214,296,767
740,172,557

△ 601,797,726

△ 24,103,630,824
-
-

220,731,703
△ 159,890,887
40,614,700,996

347,667,684 42,508,362,847
17,431,208,424 △ 20,578,701,381

645,000,669

- -
- 負債合計 22,580,181,149
-

- -
- 165,229,015
- 198,751,027

△ 93,960 23,280,000
- -
- -

24,581,279,572 -
△ 15,906,366,800 1,855,222,042

82,758,550 1,467,962,000

9,284,298,876 2,614,883,000
2,201,617,208 -

40,822,741,964 20,724,959,107
38,160,744,385 17,979,936,958

【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

20,591,161,130 130,139,149



(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

293,813

-

-

-

19,579,616,774

-

1,941,001,061

1,655,461,747

213,748,280

870,473,144

176,431,901

694,041,243

16,206,589,058

3,373,027,716

2,530,215,466

96,518,437

746,000,000

7,115,425,066

275,899,797

2,858,906,914

1,379,846,964

134,552,845

1,344,507,105

-

296,851,667

151,308,486

1,342,235

144,200,946

10,925,636,154

339,100,000

【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

17,077,062,202

6,151,426,048

2,995,667,467

2,215,438,655

165,229,015



(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 42,530,442,910 △ 20,301,204,885

純行政コスト（△） △ 19,579,616,774

財源 19,211,075,101

税収等 10,855,236,380

国県等補助金 8,355,838,721

本年度差額 △ 368,541,673

固定資産等の変動（内部変動） △ 68,845,175 68,845,175

有形固定資産等の増加 1,502,937,444 △ 1,502,937,444

有形固定資産等の減少 △ 1,873,278,143 1,873,278,143

貸付金・基金等の増加 1,223,264,119 △ 1,223,264,119

貸付金・基金等の減少 △ 921,768,595 921,768,595

資産評価差額 △ 19,132,379

無償所管換等 -

その他 65,897,491 22,200,002

本年度純資産変動額 △ 22,080,063 △ 277,496,496

本年度末純資産残高 42,508,362,847 △ 20,578,701,381

-

88,097,493

△ 299,576,559

21,929,661,466

△ 19,132,379

△ 368,541,673

【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

22,229,238,025

△ 19,579,616,774

19,211,075,101

10,855,236,380

8,355,838,721



（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 1,956,409,262

-
71,490,884

本年度資金収支額 △ 87,884,167
前年度末資金残高 1,845,542,402
本年度末資金残高 1,757,658,235

193,631,844
5,119,183

198,751,027

1,453,300,000

5,057,244,721
2,237,793

62,858,453
-
-

2,951,006,418

1,381,809,116
1,381,809,116

-
1,453,300,000

5,122,340,967

2,957,915,060
-

780,187,000
△ 3,110,381,469

2,171,334,549
1,007,693,449
1,163,641,100

-
-
-

2,957,915,060

144,200,946
10,948,916,005
7,115,425,066
1,941,001,061
1,655,461,747

237,028,131
14,123,390,810
10,915,017,001
2,518,407,000

175,996,656
513,970,153

151,308,486

【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

15,056,044,219
4,107,128,214
2,660,816,173
1,150,802,609


