
（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 10,307,318,078

資産合計 14,997,707,319 負債及び純資産合計 14,997,707,319

149,687,836
-

7,513,333
△ 177,096

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

△ 789,023
2,661,228,004
693,865,507
82,473,110

1,508,705,021
-

1,508,705,021
-

51,360,000
364,933,403

△ 298,980,171
42,780,062
22,427,004

1,700,467,701
426,324,808
10,031,405

16,878,447
16,007,685

870,762

49,421,515
714,816,123

△ 573,185,972

△ 9,752,872,250
-
-

727,783,500
△ 278,047,846
14,246,086,815

- 14,214,032,465
5,191,367,481 △ 3,906,714,387
198,995,747 -

- -
- 負債合計 4,690,389,241
-

- -
- 78,002,235
- 14,969,515

△ 967,397,162 20,835,163
- -
- -

9,601,657,642 55,220,839
△ 6,310,684,608 550,854,705

1,076,560,206 437,047,792

775,896,957 788,589,000
1,110,102,500 -

12,336,479,315 4,139,534,536
10,619,133,167 3,295,724,697

【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

5,286,135,535 -



（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

-

175

5,333,189,033

962,191,533

422,529,132

240,078,645

-

603,585

175

298,980,171

4,370,997,675

180,831,991

29,165,092

1,381,628

150,285,271

2,066,713,101

1,870,212,263

191,280,365

5,220,473

502,300,638

420,422,977

81,877,661

-

4,873,298,313

2,806,585,212

1,260,902,533

948,313,412

76,034,882

43,710,000

192,844,239

1,364,850,688

765,860,532

134,830,726

464,159,430

【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 14,718,402,756 △ 3,911,482,001 -

純行政コスト（△） △ 5,333,189,033

財源 4,758,260,808 -

税収等 3,294,462,848

国県等補助金 1,463,797,960

本年度差額 △ 574,928,225 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 573,069,680 573,069,680

有形固定資産等の増加 341,028,079 △ 341,028,079

有形固定資産等の減少 △ 464,238,075 464,238,075

貸付金・基金等の増加 206,074,124 △ 206,074,124

貸付金・基金等の減少 △ 655,933,808 655,933,808

資産評価差額 8,474,605

無償所管換等 44,946,246

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 15,278,538 6,626,159

本年度純資産変動額 △ 504,370,291 4,767,614 -

本年度末純資産残高 14,214,032,465 △ 3,906,714,387 -

44,946,246

-

-

21,904,697

△ 499,602,677

10,307,318,078

8,474,605

10,806,920,755

△ 5,333,189,033

4,758,260,808

3,294,462,848

1,463,797,960

△ 574,928,225

【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

13,092,811
1,876,704

14,969,515
693,865,507

△ 26,828,451
本年度資金収支額 27,536,667
前年度末資金残高 651,359,325
本年度末資金残高 678,895,992

3,000,000

52,392,028
50,000,000

-
-

188,887,986

376,891,451
376,891,451

-
350,063,000
347,063,000

611,189,000

3,521,689
111,691,000

△ 134,522,868

524,693,042
341,177,264
126,764,000

1,000,000
53,737,834
2,013,944

713,581,028

422,529,132

146,648,176
2,066,713,101
1,870,212,263
191,280,365

5,220,473
4,534,536,620
3,296,699,438
740,917,960
425,703,580
71,215,642

426,050,821

29,165,092

【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

4,354,699,667
2,287,986,566
1,211,536,040
900,637,258


