
(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 △ 15,806,530 純資産合計 207,725,635,036

資産合計 257,178,436,125 負債及び純資産合計 257,178,436,125

1,217,794,651
-
-

5,881,015
4,863,442,890
3,645,648,239

△ 62,355,159
7,030,501,028
2,033,364,926

143,618,727

6,857,400,091
-

6,857,400,091
-

179,062,000
3,732,909,000

-
1,011,619,088

10,213,912

11,741,987,932
3,925,110,000

13,139,000

256,536,357
256,536,356

1

422,380,800
6,850,818,682

△ 4,866,624,516

△ 119,531,769,357
-
-

564,493,800
△ 236,284,609

191,075,295,362

1,689,057,172 255,017,259,002
84,432,751,253 △ 47,291,623,966
12,138,635,257

- -
- 負債合計 49,452,801,089
-

- -
- 551,734,617
- 114,458,719

△ 10,984,767,515 -
50,966,135 -

△ 25,659,771 -

72,635,542,630 -
△ 40,972,041,072 5,581,376,882

20,038,538,187 4,915,183,546

107,052,681,870 6,297,189,000
2,248,147,753 -

250,147,935,097 43,871,424,207
238,149,410,808 37,574,235,207

【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

151,732,465,389 -



(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

2,168,240

-

-

-

38,372,154,514

-

9,245,407,291

3,213,287,027

277,829,246

1,396,230,645

808,412,968

587,817,677

35,504,726,378

2,867,428,136

477,448,122

2,387,811,774

-

4,090,320,829

890,172,607

11,059,986,212

5,493,336,970

101,316,821

5,465,332,421

-

571,360,062

287,685,901

88,636,619

195,037,542

16,826,844,393

1,117,725,747

【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

36,900,957,023

20,074,112,630

8,442,766,356

5,883,133,385

551,734,617



(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 259,436,683,276 △ 48,338,693,636

純行政コスト（△） △ 38,372,154,514

財源 34,812,678,399

税収等 24,301,904,631

国県等補助金 10,510,773,768

本年度差額 △ 3,559,476,115

固定資産等の変動（内部変動） △ 4,606,344,155 4,606,344,155

有形固定資産等の増加 5,761,995,795 △ 5,761,995,795

有形固定資産等の減少 △ 9,059,665,562 9,059,665,562

貸付金・基金等の増加 1,232,624,397 △ 1,232,624,397

貸付金・基金等の減少 △ 2,541,298,785 2,541,298,785

資産評価差額 -

無償所管換等 204,662,935

その他 △ 17,743,054 201,630

本年度純資産変動額 △ 4,419,424,274 1,047,069,670

本年度末純資産残高 255,017,259,002 △ 47,291,623,966

-

204,662,935

△ 17,541,424

△ 3,372,354,604

207,725,635,036

△ 3,559,476,115

【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

211,097,989,640

△ 38,372,154,514

34,812,678,399

24,301,904,631

10,510,773,768



（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 2,033,364,926

-
△ 1,322,417,761

本年度資金収支額 280,122,917
前年度末資金残高 1,638,783,290
本年度末資金残高 1,918,906,207

129,552,133
△ 15,093,414

114,458,719

3,804,230,000

2,513,298,724
2,215,252,719

48,238,112
-
-

△ 828,313,179

5,126,647,761
5,126,647,761

-
3,804,230,000

4,776,789,555

477,448,122
-

336,304,697
2,430,853,857

5,605,102,734
4,530,338,292

785,859,107
246,855,335
42,050,000

-

477,448,122

194,416,657
16,826,844,393
4,090,320,829
9,245,407,291
3,213,287,027

277,829,246
33,403,764,686
24,335,978,544
7,661,170,347

806,711,027
599,904,768

287,685,901

【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

30,831,767,404
14,004,923,011
7,903,030,526
5,619,789,927


