
（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

25,113,437,759 -
6,295,921,856 3,094,493,000

928,293,280 -

149,101,090,150 17,753,519,187
142,386,204,543 14,580,344,068

△ 1,314,865,240 20,278,778
- -
- -

38,244,784,563 78,682,119
△ 22,754,418,667 2,196,387,109

1,576,541,778 1,977,240,281

△ 120,214 508,626
- 負債合計 19,949,906,296
-

- -
- 161,671,376

601,071 36,688,048

2,172,211,461
△ 1,396,335,310
384,621,841,972

2,136,699,332 153,208,012,567
116,346,459,362 △ 18,246,370,436

1,180,022,038 -

243,114,785
2,437,321,883

△ 1,511,014,461

△ 270,474,395,584
-
-

6,624,742,841
243,797,000

-

90,142,766
90,062,466

80,300

6,046,000,241
-

6,046,000,241
-

133,397,000
110,400,000

△ 30,000,000
347,913,430
47,873,900

6,339,300
4,100,583,117
3,382,664,086

△ 30,841,730
5,793,797,077
1,603,022,506

90,795,650

16,661,200 純資産合計 134,961,642,131

資産合計 154,911,548,427 負債及び純資産合計 154,911,548,427

717,919,031
2,744,635

400,000
△ 10,088,131



（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

39,262,991

29,353,679,702

16,930,662,162

4,421,163,301

2,706,022,444

161,671,376

966,188,981

587,280,500

12,100,594,932

3,751,038,749

390,168,254

7,920,124,938

27,842,897,594

408,903,929

153,561,259

25,980,364

229,362,306

12,423,017,540

10,355,483,967

1,994,049,257

73,484,316

1,510,782,108

895,894,958

614,887,150

1,455,839

-

28,759,677,057

918,235,302

832,418,617

52,953,774

-

2,862,911

1,455,839

30,000,000



（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 157,966,988,654 △ 17,659,581,137 -

純行政コスト（△） △ 28,759,677,057

財源 22,863,597,263 -

税収等 15,651,148,432

国県等補助金 7,212,448,831

本年度差額 △ 5,896,079,794 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 5,309,290,149 5,309,290,149

有形固定資産等の増加 3,233,007,720 △ 3,233,007,720

有形固定資産等の減少 △ 8,115,262,049 8,115,262,049

貸付金・基金等の増加 972,999,546 △ 972,999,546

貸付金・基金等の減少 △ 1,400,035,366 1,400,035,366

資産評価差額 -

無償所管換等 592,008,794

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 41,694,732 346

本年度純資産変動額 △ 4,758,976,087 △ 586,789,299 -

本年度末純資産残高 153,208,012,567 △ 18,246,370,436 -

【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

-

140,307,407,517

△ 28,759,677,057

22,863,597,263

15,651,148,432

7,212,448,831

△ 5,896,079,794

592,008,794

-

-

△ 41,694,386

△ 5,345,765,386

134,961,642,131



（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

153,561,259

【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

20,677,298,493
8,254,280,953
3,691,867,530
4,179,489,793

832,418,617

229,362,371
12,423,017,540
10,355,483,967
1,994,049,257

73,484,316
22,157,787,968
15,692,325,915
4,957,491,426

896,658,284
611,312,343
836,473,977

1,656,667,246

4,055,360
598,290,159

1,242,305,657

3,962,083,092
3,075,883,735

886,199,357
-
-
-

2,868,091,064

11,633,007

1,198,091,678
571,300

1,455,840
11,305,000

△ 1,093,992,028

2,123,813,359
2,123,813,359

-
2,032,793,007
2,021,160,000

本年度資金収支額 57,293,277
前年度末資金残高 1,509,041,181
本年度末資金残高 1,566,334,458

26,007,747
10,680,301
36,688,048

1,603,022,506

△ 91,020,352


