
（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

【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

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

10,785,078,988 3,258,397,000

1,144,505,402 -

57,509,447,005 21,933,760,874

50,317,961,179 17,998,487,027

△ 71,224,900 67,813,333

- -

- -

20,326,525,680 415,374,847

△ 11,148,426,585 3,130,770,966

1,266,374,382 2,694,018,611

- 50,391

- 負債合計 25,064,531,840

-

- -

- 206,772,869

- 162,115,762

1,883,607,627

△ 731,823,436

47,362,974,093

75,838,076 63,656,304,586

26,748,617,622 △ 23,377,531,916

1,457,822,708 -

320,519,880

3,742,765,990

△ 2,552,093,476

△ 23,544,483,250

-

-

7,103,555,860

285,223,422

36,900,000

87,929,966

87,659,966

270,000

6,445,387,392

-

6,445,387,392

-

145,771,848

102,551,574

-

389,755,812

2,981,294

390,073

6,146,467,508

5,083,101,947

△ 19,792,060

7,833,857,505

1,578,065,688

114,186,756

- 純資産合計 40,278,772,670

資産合計 65,343,304,510 負債及び純資産合計 65,343,304,510

1,063,365,561

850,206

-

△ 6,102,726



（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

【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

173,201

19,232,971,512

7,699,200,959

3,380,827,955

2,808,442,778

213,156,480

25,290,000

333,938,697

3,840,330,416

1,953,488,681

303,970,462

1,582,698,072

17,408,337,669

478,042,588

160,464,863

27,789,171

289,788,554

11,533,770,553

9,615,064,072

1,852,170,258

66,536,223

1,824,633,843

878,436,192

946,197,651

-

1,458,826

17,771,494,325

364,615,482

353,104,202

515,473

-

10,995,807

1,458,826

-



（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 63,623,017,503 △ 26,332,969,775 -

純行政コスト（△） △ 17,771,494,325

財源 20,799,870,329 -

税収等 15,039,897,373

国県等補助金 5,759,972,956

本年度差額 3,028,376,004 -

固定資産等の変動（内部変動） 78,038,145 △ 78,038,145

有形固定資産等の増加 2,616,963,406 △ 2,616,963,406

有形固定資産等の減少 △ 1,637,540,737 1,637,540,737

貸付金・基金等の増加 216,765,648 △ 216,765,648

貸付金・基金等の減少 △ 1,118,150,172 1,118,150,172

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 29,889,509

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 14,861,553 5,100,000

本年度純資産変動額 33,287,083 2,955,437,859 -

本年度末純資産残高 63,656,304,586 △ 23,377,531,916 -

【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

-

37,290,047,728

△ 17,771,494,325

20,799,870,329

15,039,897,373

5,759,972,956

3,028,376,004

△ 29,889,509

-

-

△ 9,761,553

2,988,724,942

40,278,772,670



（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

160,464,863

【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

18,935,343,651

6,562,353,286

3,348,445,764

2,763,713,091

353,104,202

289,729,568

12,372,990,365

9,613,876,884

1,852,170,258

906,943,223

21,424,797,742

15,038,939,302

4,999,890,426

878,458,473

507,509,541

353,182,474

760,082,530

78,272

-

2,136,271,617

2,714,976,314

2,566,089,619

148,642,695

-

244,000

-

1,770,779,779

5,100,000

965,420,575

376,674

50,000,000

△ 5,100,000
△ 944,196,535

2,589,874,332

2,589,874,332

-

1,754,108,000

1,749,008,000

本年度資金収支額 356,308,750

前年度末資金残高 1,073,946,493

本年度末資金残高 1,430,255,243

158,187,689

△ 10,377,244
147,810,445

1,578,065,688

△ 835,766,332


