
(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 △ 76,813 純資産合計 9,028,203,785

資産合計 12,819,348,543 負債及び純資産合計 12,819,348,543

149,687,836
-
-

-
1,877,553,150
1,727,865,314

△ 376,487
2,049,539,641
167,578,827
4,484,477

1,395,231,322
-

1,395,231,322
-

51,360,000
565,566,403

△ 298,980,171
18,703,956
22,427,004

1,763,963,432
626,957,808
10,031,405

23,685
23,685

-

49,421,515
426,703,774

△ 331,090,125

△ 9,085,568,078
-
-

727,783,500
△ 278,047,846
12,669,881,537

- 12,647,362,052
4,275,892,365 △ 3,619,158,267
192,421,737

- -
- 負債合計 3,791,144,758
-

- -
- 54,588,949
- 14,969,515

△ 936,130,543 -
- -
- -

8,182,435,438 -
△ 5,514,706,250 443,420,464
1,033,734,669 373,862,000

758,879,957 788,589,000
1,110,102,500 -

10,769,808,902 3,347,724,294
9,005,821,785 2,559,135,294

【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

4,634,315,771 -



(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

303,281

-

-

-

4,219,309,613

-

190,314,765

322,638,203

4,218,473

74,173,833

18,206,535

55,967,298

3,257,497,029

961,812,584

422,529,132

240,000,000

298,980,171

732,651,811

55,832,088

1,199,654,058

665,081,721

130,043,528

404,528,809

-

42,886,024

17,842,417

577,175

24,466,432

1,249,823,252

43,710,000

【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

3,331,670,862

2,081,847,610

839,307,528

685,176,491

54,588,949



(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 13,171,827,982 △ 3,638,888,566

純行政コスト（△） △ 4,219,309,613

財源 3,675,547,737

税収等 2,660,288,617

国県等補助金 1,015,259,120

本年度差額 △ 543,761,876

固定資産等の変動（内部変動） △ 563,491,796 563,491,796

有形固定資産等の増加 296,336,732 △ 296,336,732

有形固定資産等の減少 △ 404,528,809 404,528,809

貸付金・基金等の増加 182,421,719 △ 182,421,719

貸付金・基金等の減少 △ 637,721,438 637,721,438

資産評価差額 8,474,605

無償所管換等 15,600,304

その他 14,950,957 379

本年度純資産変動額 △ 524,465,930 19,730,299

本年度末純資産残高 12,647,362,052 △ 3,619,158,267

15,600,304

14,951,336

△ 504,735,631

9,028,203,785

8,474,605

△ 543,761,876

【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

9,532,939,416

△ 4,219,309,613

3,675,547,737

2,660,288,617

1,015,259,120



（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 167,578,827

-
△ 12,405,274

本年度資金収支額 55,111,933
前年度末資金残高 97,497,379
本年度末資金残高 152,609,312

13,092,811
1,876,704
14,969,515

304,363,000

611,189,000
42,392,028
50,000,000

-
-

232,742,462

316,768,274
316,768,274

-
304,363,000

703,581,028

422,529,132
-

111,691,000
△ 165,225,255

470,838,566
296,336,732
116,764,000
4,000,000
53,737,834

-

422,529,132

26,042,332
1,249,823,252
732,651,811
190,314,765
322,638,203
4,218,473

3,026,388,882
2,659,873,379
292,379,120
18,651,035
55,485,348

17,842,417

【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

2,880,776,005
1,630,952,753
791,942,755
795,125,249


