
(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

【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

22,378,671,043 261,502,000

10,785,078,988 3,106,977,000

1,144,505,402 -

41,957,593,439 16,841,066,000

34,972,887,424 13,472,587,000

△ 71,224,900 40,694,000

- -

- -

20,326,525,680 -

△ 11,148,426,585 2,611,735,196

1,266,374,382 2,232,052,619

- -

- 負債合計 19,452,801,196

-

- -

- 191,178,132

- 147,810,445

122,416,083

△ 82,113,764

25,349,982,177

75,838,076 47,926,408,644

11,887,776,527 △ 18,349,379,102

443,023,164

57,268,880

1,743,793,109

△ 1,037,353,255

△ 14,002,800,013

-

-

6,898,912,795

285,857,848

6,900,000

85,793,220

85,793,220

-

6,275,623,173

-

6,275,623,173

-

145,771,848

133,186,000

-

348,836,166

2,981,294

390,073

5,968,425,132

4,905,059,571

△ 14,385,686

7,072,237,299

1,071,305,197

34,695,201

△ 2,578,304 純資産合計 29,577,029,542

資産合計 49,029,830,738 負債及び純資産合計 49,029,830,738

1,063,365,561

-

-



(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

-

【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

11,528,371,611

6,255,017,154

3,093,734,798

2,618,336,593

191,178,132

1,899,583,416

284,220,073

2,904,196,027

1,604,960,319

248,511,118

1,050,724,590

-

257,086,329

101,965,210

12,646,471

142,474,648

5,273,354,457

-

1,850,746,317

1,467,043,301

55,981,423

1,219,142,697

362,038,255

857,104,442

10,309,228,914

363,418,670

353,104,202

6

-

10,314,462

-

-

-

10,672,647,584



(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 47,625,885,984 △ 21,056,455,270

純行政コスト（△） △ 10,672,647,584

財源 13,718,868,818

税収等 10,395,525,374

国県等補助金 3,323,343,444

本年度差額 3,046,221,234

固定資産等の変動（内部変動） 339,145,066 △ 339,145,066

有形固定資産等の増加 2,195,328,470 △ 2,195,328,470

有形固定資産等の減少 △ 1,053,141,355 1,053,141,355

貸付金・基金等の増加 152,889,340 △ 152,889,340

貸付金・基金等の減少 △ 955,931,389 955,931,389

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 28,860,853

その他 △ 9,761,553 -

本年度純資産変動額 300,522,660 2,707,076,168

本年度末純資産残高 47,926,408,644 △ 18,349,379,102

3,046,221,234

【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

26,569,430,714

△ 10,672,647,584

13,718,868,818

10,395,525,374

3,323,343,444

-

△ 28,860,853

△ 9,761,553

3,007,598,828

29,577,029,542



（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

101,965,210

【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

11,763,154,929

5,649,393,472

3,086,648,163

2,318,364,437

353,104,202

142,415,662

6,113,761,457

1,899,583,416

1,850,746,317

1,467,043,301

896,388,423

13,785,491,157

10,395,440,148

2,599,312,444

362,529,464

428,209,101

1,617,828,249

353,104,202

-

-

1,669,232,026

2,310,396,289

2,192,911,711

112,140,578

5,100,000

244,000

-

1,682,708,000

724,031,000

893,420,575

376,674

-

-

△ 692,568,040

2,129,935,381

2,129,935,381

-

1,682,708,000

1,071,305,197

-

△ 447,227,381
本年度資金収支額 529,436,605

前年度末資金残高 394,058,147

本年度末資金残高 923,494,752

158,187,689

△ 10,377,244
147,810,445


