
(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

27,623,112,922 -
11,547,006,249 -

358,907,400 -

59,925,536,612 17,373,711,024
54,234,668,640 17,373,711,024

△ 31,160,714 -
- -
- -

33,684,999,929 -
△ 18,173,714,708 1,842,690,110

221,457,966 1,606,612,956

- -
- 負債合計 19,216,401,134
-

- -
- 168,300,097
- 67,777,057

209,361,000
△ 144,653,803
51,428,644,943

15,616,800 63,943,289,108
26,340,260,402 △ 18,182,842,577
5,537,920,771

4,093,200
660,294,309

△ 388,998,993

△ 30,695,105,709
-
-

5,690,867,972
1,343,442,149

50,000

-
-
-

4,060,414,029
-

4,060,414,029
-

57,590,149
1,285,802,000

-
253,182,751
47,061,374

12,662,799
4,005,089,697
3,465,384,584

△ 13,232,331
5,051,311,053

979,540,780
57,605,560

△ 3,587,783 純資産合計 45,760,446,531

資産合計 64,976,847,665 負債及び純資産合計 64,976,847,665

539,705,113
-
-



(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

21,218,031,301

8,897,279,639

3,024,079,113

2,341,068,054

168,300,097

7,029,050,937

514,710,962

5,613,872,730

3,316,237,689

480,782,165

1,816,852,876

-

259,327,796

106,370,062

13,005,426

139,952,308

12,320,751,662

-

4,030,083,398

1,226,741,907

34,875,420

564,832,445

201,787,177

363,045,268

20,653,198,856

1,120,154,891

1,114,584,170

2

-

5,570,719

-

-

-

21,773,353,747



(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 63,038,782,185 △ 16,095,317,090

純行政コスト（△） △ 21,773,353,747

財源 20,140,449,238

税収等 12,347,008,016

国県等補助金 7,793,441,222

本年度差額 △ 1,632,904,509

固定資産等の変動（内部変動） 803,820,978 △ 803,820,978

有形固定資産等の増加 2,179,522,923 △ 2,179,522,923

有形固定資産等の減少 △ 1,831,216,877 1,831,216,877

貸付金・基金等の増加 1,113,197,952 △ 1,113,197,952

貸付金・基金等の減少 △ 657,683,020 657,683,020

資産評価差額 -

無償所管換等 -

その他 100,685,945 349,200,000

本年度純資産変動額 904,506,923 △ 2,087,525,487

本年度末純資産残高 63,943,289,108 △ 18,182,842,577

△ 1,632,904,509

【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

46,943,465,095

△ 21,773,353,747

20,140,449,238

12,347,008,016

7,793,441,222

-

-

449,885,945

△ 1,183,018,564

45,760,446,531



（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

106,370,062

【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

19,447,101,649
7,126,349,987
2,995,662,763
3,797,019,854

1,114,584,170

227,297,308
12,320,751,662
7,029,050,937
4,030,083,398
1,226,741,907

34,875,420
18,596,765,315
12,365,332,699
5,215,039,222

201,388,417
815,004,977

969,026,946

1,114,584,170
-

2,168,435,000
203,514,496

3,231,557,064
2,165,158,924

626,332,140
436,514,000

3,552,000
-

3,645,620,000

409,967,000
552,535,083

6,524,863
-
-

△ 2,262,530,118

1,564,860,881
1,564,860,881

-
3,645,620,000

979,540,780

-
2,080,759,119

本年度資金収支額 21,743,497
前年度末資金残高 890,020,226
本年度末資金残高 911,763,723

202,270,439
△ 134,493,382

67,777,057


