【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
【資産の部】
固定資産
有形固定資産
事業用資産
土地
立木竹
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
浮標等
浮標等減価償却累計額
航空機
航空機減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定
インフラ資産
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
資産合計

金額

科目

【負債の部】
143,587,259,013 固定負債
138,041,389,016
地方債
24,383,417,794
長期未払金
6,253,861,895
退職手当引当金
928,293,280
損失補償等引当金
36,997,474,563
その他
△ 22,195,068,671 流動負債
1,576,541,778
1年内償還予定地方債
△ 1,314,865,240
未払金
未払費用
前受金
前受収益
賞与等引当金
601,071
預り金
△ 120,214
その他
負債合計
- 【純資産の部】
2,136,699,332 固定資産等形成分
112,822,635,020 余剰分（不足分）
1,171,051,156
2,086,622,614
△ 1,354,917,992
379,413,318,139
△ 268,723,522,682
230,083,785
2,086,217,931
△ 1,250,881,729
43,687,266
43,687,266
5,502,182,731
243,797,000
133,397,000
110,400,000
△ 30,000,000
179,509,452
47,873,900
5,072,217,815
5,072,217,815
△ 11,215,436
5,186,044,115
1,037,761,872
45,477,791
6,339,300
4,100,583,117
3,382,664,086
717,919,031
△ 4,117,965
純資産合計
148,773,303,128
負債及び純資産合計

(単位：円）
金額
16,072,137,081
12,977,644,081
3,094,493,000
2,010,944,451
1,812,585,027
161,671,376
36,688,048
18,083,081,532
147,694,181,430
△ 17,003,959,834

130,690,221,596
148,773,303,128

【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
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

(単位：円）
金額
22,159,536,875
15,774,757,486
4,307,716,295
2,631,917,522
161,671,376
966,188,981
547,938,416
11,206,852,596
3,080,210,310
367,218,841
7,759,423,445
260,188,595
114,852,508
11,338,252
133,997,835
6,384,779,389
3,177,067,303
1,992,271,203
1,141,953,567
73,487,316
876,636,032
437,641,057
438,994,975
21,282,900,843
916,327,920
832,418,617
52,953,774
30,000,000
955,529
1,455,839
1,455,839
22,197,772,924

【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
(単位：円）

科目
前年度末純資産残高
純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額

合計

136,351,574,969
△ 22,197,772,924
15,927,182,750
11,162,998,495
4,764,184,255
△ 6,270,590,174

固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少
資産評価差額
無償所管換等
その他
本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

662,236,533
△ 52,999,732
△ 5,661,353,373
130,690,221,596

固定資産
等形成分

152,590,500,540

△ 5,505,555,911
3,065,065,464
△ 7,954,560,556
679,414,054
△ 1,295,474,873
662,236,533
△ 52,999,732
△ 4,896,319,110
147,694,181,430

余剰分
（不足分）

△ 16,238,925,571
△ 22,197,772,924
15,927,182,750
11,162,998,495
4,764,184,255
△ 6,270,590,174
5,505,555,911
△ 3,065,065,464
7,954,560,556
△ 679,414,054
1,295,474,873

△ 765,034,263
△ 17,003,959,834

【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
（単位：円）
科目
【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
本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高
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

金額

13,679,824,760
7,295,045,371
3,578,420,524
3,467,774,504
114,852,508
133,997,835
6,384,779,389
3,177,067,303
1,992,271,203
1,141,953,567
73,487,316
14,603,226,267
11,186,423,781
2,544,082,850
437,034,007
435,685,629
832,418,617
832,418,617
592,034,159
683,017,049
3,544,835,694
2,902,536,775
642,298,919
2,818,362,826
1,628,067,246
1,188,268,440
571,300
1,455,840
△ 726,472,868
1,895,903,334
1,895,903,334
1,985,760,000
1,985,760,000
89,856,666
46,400,847
954,672,977
1,001,073,824
26,007,747
10,680,301
36,688,048
1,037,761,872

