
（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 23,823,439,523

資産合計 57,560,922,900 負債及び純資産合計 57,560,922,900

71,546,188
10,055,384

142,845,955
△ 8,947,670

67,773,072
1,618,269,043
1,546,722,855

△ 23,294,986
5,854,461,780
3,477,007,944

547,458,052

1,482,673,469
-

1,482,673,469
-

547,633,000
140,000,000

△ 50,000,000
528,940,275
363,378,743

2,991,835,501
690,138,000

2,505,000

13,667,994
1,097,064

12,570,930

297,042,567
3,358,928,452

△ 2,137,898,915

△ 27,324,745,096
-
-

1,019,315,466
△ 661,913,770
48,925,244,483

347,667,684 53,392,503,235
23,039,751,918 △ 29,569,063,712

784,808,268 -

- 12,043,000
- 負債合計 33,737,483,377
-

- -
- 255,698,043
- 213,274,739

△ 111,834,656 157,847,975
- -
- -

28,696,175,081 1,852,559,282
△ 16,598,681,565 2,913,277,366

410,191,062 2,274,413,609

9,495,041,356 3,088,748,000
2,201,617,208 -

51,706,461,120 30,824,206,011
48,700,957,625 25,752,759,580

【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

24,440,176,170 130,139,149



（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

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

-

1,045,121

25,930,800,808

2,921,502,425

2,770,152,635

96,518,437

-

4,831,353

1,045,121

50,000,000

23,010,343,504

1,187,899,073

276,039,280

5,105,733

906,754,060

16,727,969,036

14,564,390,295

1,941,521,061

222,057,680

3,363,403,423

2,338,218,948

1,025,184,475

-

26,373,746,927

9,645,777,891

4,555,257,010

3,384,644,145

251,192,615

354,947,000

564,473,250

3,902,621,808

1,848,312,292

199,041,421

1,855,268,095

【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 52,677,655,301 △ 29,328,824,837 -

純行政コスト（△） △ 25,930,800,808

財源 26,540,016,972 -

税収等 15,294,199,579

国県等補助金 11,245,817,393

本年度差額 609,216,164 -

固定資産等の変動（内部変動） 694,629,422 △ 694,629,422

有形固定資産等の増加 2,051,075,353 △ 2,051,075,353

有形固定資産等の減少 △ 2,384,039,133 2,384,039,133

貸付金・基金等の増加 1,293,121,344 △ 1,293,121,344

貸付金・基金等の減少 △ 265,528,142 265,528,142

資産評価差額 △ 19,132,379

無償所管換等 12

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 39,350,879 △ 154,825,617

本年度純資産変動額 714,847,934 △ 240,238,875 -

本年度末純資産残高 53,392,503,235 △ 29,569,063,712 -

12

-

-

△ 115,474,738

474,609,059

23,823,439,523

△ 19,132,379

23,348,830,464

△ 25,930,800,808

26,540,016,972

15,294,199,579

11,245,817,393

609,216,164

【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

210,273,418
△ 11,522,391

198,751,027
3,477,007,944

△ 169,403,101
本年度資金収支額 1,105,028
前年度末資金残高 3,277,151,889
本年度末資金残高 3,278,256,917

-

2,237,793
9,457,736

-
26,854,000

2,890,791,946

2,284,003,101
2,284,003,101

-
2,114,600,000
2,114,600,000

5,514,218,184

1,694,358
781,232,121

△ 2,720,283,817

2,661,975,767
1,498,254,455
1,163,721,312

-
-
-

5,552,767,713

3,197,852,229

752,713,133
16,751,248,887
14,564,390,295
1,941,521,061

245,337,531
23,368,781,922
15,194,065,329
5,213,881,672
2,337,783,703

623,051,218
3,199,546,587

276,039,280

【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

23,670,751,273
6,919,502,386
4,204,260,110
1,686,489,863


