
（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 41,305,109,488

資産合計 52,072,004,146 負債及び純資産合計 52,072,004,146

1,747,979,297
2,003,357

11,850,000
△ 5,016,423

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

676,389,181

△ 8,920,194
2,880,256,684

319,710,727
58,760,545

887,875,695
-

887,875,695
-

89,959,488
-
-

93,257,210
76,140,000

1,191,495,006
143,142,295
53,182,807

-
-
-

143,627,747
1,298,416,344

△ 883,863,951

△ 76,814,192,234
-
-

44,005,894
△ 26,368,279

113,530,152,077

6,080,400 51,684,695,940
37,624,261,741 △ 10,379,586,452

747,036,536 -

- 87,735,445
- 負債合計 10,766,894,658
-

- -
- 81,026,115
- 26,215,977

△ 403,556,239 7,794,488
- 178,188,000
- -

14,242,217,682 201,021,191
△ 8,248,369,881 1,194,700,531

478,523,880 813,740,506

3,373,745,380 1,162,612,000
512,797,100 1,803,000

49,191,747,462 9,572,194,127
48,000,252,456 8,176,711,936

【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

9,961,438,322 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

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

-

16,911

8,940,741,036

33,468,891

17,017,713

8,304,330

-

8,146,848

16,911

-

8,907,289,056

115,085,657

59,420,025

13,104,926

42,560,706

4,675,228,158

3,978,851,268

692,316,328

4,060,562

864,309,574

253,389,512

610,920,062

44,158,741

9,771,598,630

5,096,370,472

1,301,086,571

1,100,583,501

81,026,115

-

119,476,955

3,680,198,244

841,834,636

470,595,659

2,323,609,208

【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 53,946,515,030 △ 9,996,839,740 -

純行政コスト（△） △ 8,940,741,036

財源 7,430,430,500 -

税収等 5,346,825,855

国県等補助金 2,083,604,645

本年度差額 △ 1,510,310,536 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,504,587,312 1,504,587,312

有形固定資産等の増加 814,079,510 △ 814,079,510

有形固定資産等の減少 △ 2,350,660,759 2,350,660,759

貸付金・基金等の増加 336,564,983 △ 336,564,983

貸付金・基金等の減少 △ 304,571,046 304,571,046

資産評価差額 △ 99,617

無償所管換等 △ 68,425,085

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 688,707,076 △ 377,023,488

本年度純資産変動額 △ 2,261,819,090 △ 382,746,712 -

本年度末純資産残高 51,684,695,940 △ 10,379,586,452 -

△ 68,425,085

-

-

△ 1,065,730,564

△ 2,644,565,802

41,305,109,488

△ 99,617

43,949,675,290

△ 8,940,741,036

7,430,430,500

5,346,825,855

2,083,604,645

△ 1,510,310,536

【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

25,400,317
815,660

26,215,977
319,710,727

215,377,100
本年度資金収支額 848,618
前年度末資金残高 292,646,132
本年度末資金残高 293,494,750

97,887,760

171,744,093
71,352,000

181,695
-

△ 680,786,991

850,410,660
789,362,847
61,047,813

1,065,787,760
967,900,000

111,600,000

1,725,454
278,987,121
466,258,509

1,035,664,779
737,076,935
224,617,844

250,000
73,720,000

-
354,877,788

23,151,033

59,688,419
4,675,228,158
3,978,851,268

692,316,328
4,060,562

7,763,871,784
5,350,599,677
1,724,335,645

248,521,346
440,415,116
24,876,487

59,420,025

【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

7,551,723,909
2,876,495,751
1,302,775,890
1,454,611,417


