
(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 △ 1,353,918 純資産合計 41,118,712,503

資産合計 50,618,157,366 負債及び純資産合計 50,618,157,366

1,747,979,297
-
-

68,580,000
2,424,368,478

676,389,181

△ 3,864,288
2,678,261,497

165,730,189
20,936,748

765,516,723
-

765,516,723
-

89,959,488
51,000,000

-
52,277,520
76,140,000

1,083,731,250
193,661,295
52,701,807

-
-
-

136,702,000
1,024,116,237

△ 695,920,135

△ 75,714,633,598
-
-

-
-

111,420,188,900

6,080,400 50,432,844,347
36,583,731,610 △ 9,314,131,844

741,474,308

- 54,888,338
- 負債合計 9,499,444,863
-

- -
- 74,750,830
- 26,215,977

△ 403,556,239 -
- 178,188,000
- -

14,193,702,682 64,861,774
△ 8,199,854,882 1,129,975,412

478,523,880 795,932,267

3,356,543,966 1,162,612,000
512,797,100 1,803,000

47,939,895,869 8,369,469,451
46,856,164,619 7,110,146,677

【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

9,944,236,907 30,046,000



(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

7,224,020

-

-

-

6,919,475,519

-

692,016,328

398,413,271

1,675,982

410,505,699

84,789,432

325,716,267

6,887,997,782

31,477,737

17,017,713

7,236,004

-

1,429,131,559

99,907,805

3,512,041,834

787,323,739

458,343,263

2,266,374,832

-

63,422,072

48,501,564

5,374,502

9,546,006

2,521,237,140

-

【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

7,298,503,481

4,777,266,341

1,201,802,435

1,027,143,800

74,750,830



(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 52,876,912,447 △ 9,020,717,380

純行政コスト（△） △ 6,919,475,519

財源 5,289,465,890

税収等 4,144,486,684

国県等補助金 1,144,979,206

本年度差額 △ 1,630,009,629

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,715,823,883 1,715,823,883

有形固定資産等の増加 606,302,386 △ 606,302,386

有形固定資産等の減少 △ 2,292,358,057 2,292,358,057

貸付金・基金等の増加 230,726,527 △ 230,726,527

貸付金・基金等の減少 △ 260,494,739 260,494,739

資産評価差額 △ 99,617

無償所管換等 △ 68,425,085

その他 △ 659,719,515 △ 379,228,718

本年度純資産変動額 △ 2,444,068,100 △ 293,414,464

本年度末純資産残高 50,432,844,347 △ 9,314,131,844

△ 68,425,085

△ 1,038,948,233

△ 2,737,482,564

41,118,712,503

△ 99,617

△ 1,630,009,629

【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

43,856,195,067

△ 6,919,475,519

5,289,465,890

4,144,486,684

1,144,979,206



（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 165,730,189

-
89,671,168

本年度資金収支額 △ 29,835,598
前年度末資金残高 169,349,810
本年度末資金残高 139,514,212

25,400,317
815,660

26,215,977

882,000,000

99,410,000
160,419,000
71,352,000

181,695
-

△ 397,306,784

792,328,832
733,743,366
58,585,466

882,000,000

331,362,695

23,151,033
-

247,669,000
277,800,018

728,669,479
516,989,000
137,710,479

250,000
73,720,000

-

23,151,033

9,546,006
2,521,237,140
1,429,131,559

692,016,328
398,413,271

1,675,982
5,180,744,943
4,145,523,028

797,900,206
82,086,042

155,235,667

48,501,564

【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

5,127,462,892
2,606,225,752
1,202,857,500
1,345,320,682


