
（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

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

358,907,400 -

86,582,109,660 37,419,650,804
81,407,325,486 28,000,912,702

△ 31,160,714 194,518,785
- -
- -

33,684,999,929 9,418,738,102
△ 18,173,714,708 2,864,170,313

221,457,966 2,425,336,327

- -
- 負債合計 40,283,821,117
-

- -
- 176,165,097
- 68,150,104

1,421,062,536
△ 399,499,823
79,204,247,249

15,616,800 91,095,591,443
51,092,010,431 △ 36,028,068,316
6,483,087,138 -

637,163,863
5,839,764,756

△ 3,147,562,623

△ 36,254,050,532
-
-

4,674,086,548
59,940,149

50,000

500,697,626
-

500,697,626

4,060,414,029
-

4,060,414,029
-

57,590,149
2,300,000

-
546,131,953
47,061,374

12,662,799
4,500,818,984
3,961,113,871

△ 39,460,957
8,769,234,584
3,909,762,081

359,472,346

- 純資産合計 55,067,523,127

資産合計 95,351,344,244 負債及び純資産合計 95,351,344,244

539,705,113
-
-

△ 13,481,626



（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

-

33,819,928,826

11,221,121,884

3,146,773,829

2,417,345,495

176,165,097

-

553,263,237

6,903,258,695

3,504,800,487

511,708,694

2,886,749,514

31,652,895,698

1,171,089,360

318,198,690

40,716,388

812,174,282

22,598,806,942

18,533,803,124

4,030,083,398

34,920,420

2,167,033,128

1,655,016,460

512,016,668

-

2,175,910

32,780,026,213

1,129,306,425

1,114,584,170

2

-

14,722,253

2,175,910

-



（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 90,118,310,386 △ 34,272,991,033 -

純行政コスト（△） △ 32,780,026,213

財源 31,481,219,375 -

税収等 20,027,642,843

国県等補助金 11,453,576,532

本年度差額 △ 1,298,806,838 -

固定資産等の変動（内部変動） 767,018,327 △ 767,018,327

有形固定資産等の増加 3,335,293,381 △ 3,335,293,381

有形固定資産等の減少 △ 2,901,113,515 2,901,113,515

貸付金・基金等の増加 1,240,601,398 △ 1,240,601,398

貸付金・基金等の減少 △ 907,762,937 907,762,937

資産評価差額 -

無償所管換等 -

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 210,262,730 310,747,882

本年度純資産変動額 977,281,057 △ 1,755,077,283 -

本年度末純資産残高 91,095,591,443 △ 36,028,068,316 -

【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

-

55,845,319,353

△ 32,780,026,213

31,481,219,375

20,027,642,843

11,453,576,532

△ 1,298,806,838

-

-

-

521,010,612

△ 777,796,226

55,067,523,127



（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

318,198,690

【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

30,976,321,801
8,377,514,859
3,118,357,479
4,016,509,181

1,114,584,170

924,449,509
22,598,806,942
18,533,803,124
4,030,083,398

34,920,420
31,219,580,513
19,651,921,796
8,875,174,532
1,668,899,598
1,023,584,587
1,114,698,487

542,085,000

114,317
2,168,951,750
1,297,511,975

4,732,323,022
3,612,440,315

679,816,707
436,514,000

3,552,000
-

1,240,721,731

436,514,000

582,535,083
6,524,863

-
109,576,785

△ 3,491,601,291

2,386,865,200
2,386,865,200

-
5,169,534,000
4,733,020,000

本年度資金収支額 588,579,484
前年度末資金残高 3,253,405,540
本年度末資金残高 3,841,985,024

206,694,748
△ 138,917,691

67,777,057
3,909,762,081

2,782,668,800


