
(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

62,005,108,275 -
16,259,568,332 6,052,661,000

- -

123,702,723,255 37,401,531,920
117,201,180,393 31,348,870,920

△ 2,175,623,011 -
- -
- -

82,284,239,452 -
△ 42,479,333,839 3,355,205,389

3,268,458,096 2,793,193,833

- -
6,319,725,000 負債合計 40,756,737,309

△ 1,883,102,522

- -
- 462,544,763
- 99,466,793

988,652,310
△ 623,640,637

102,440,753,526

411,176,767 138,135,364,113
54,559,068,393 △ 38,753,685,318
2,663,836,314

245,806,305
3,317,758,778

△ 2,680,755,053

△ 51,726,127,100
1,643,367,984

△ 1,073,580,309

6,498,036,570
749,629,701

3,225,500

3,506,292
3,506,292

-

4,653,937,315
-

4,653,937,315
-

263,604,201
482,800,000

-
958,486,775
170,657,272

5,342,284
14,427,298,574
10,823,589,088

△ 34,674,493
16,435,692,849
1,862,324,895

148,473,922

△ 7,746,826 純資産合計 99,381,678,795

資産合計 140,138,416,104 負債及び純資産合計 140,138,416,104

3,603,709,486
-
-



(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

32,016,718,770

18,576,740,342

7,381,682,710

6,348,724,673

462,544,763

5,171,628,683

570,413,274

10,671,812,003

5,682,267,466

462,541,765

4,527,002,772

-

523,245,629

304,943,501

83,878,117

134,424,011

13,439,978,428

-

5,777,728,031

2,449,139,931

41,481,783

1,318,471,527

437,360,812

881,110,715

30,698,247,243

252,674,275

46,748,428

205,925,847

-

-

653,847

-

653,847

30,950,267,671



(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 142,224,177,637 △ 39,627,826,170

純行政コスト（△） △ 30,950,267,671

財源 27,320,655,600

税収等 20,581,657,950

国県等補助金 6,738,997,650

本年度差額 △ 3,629,612,071

固定資産等の変動（内部変動） △ 4,503,332,923 4,503,332,923

有形固定資産等の増加 2,819,329,889 △ 2,819,329,889

有形固定資産等の減少 △ 5,516,631,962 5,516,631,962

貸付金・基金等の増加 1,033,504,587 △ 1,033,504,587

貸付金・基金等の減少 △ 2,839,535,437 2,839,535,437

資産評価差額 -

無償所管換等 398,675,759

その他 15,843,640 420,000

本年度純資産変動額 △ 4,088,813,524 874,140,852

本年度末純資産残高 138,135,364,113 △ 38,753,685,318

△ 3,629,612,071

【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

102,596,351,467

△ 30,950,267,671

27,320,655,600

20,581,657,950

6,738,997,650

-

398,675,759

16,263,640

△ 3,214,672,672

99,381,678,795



（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

304,943,501

【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

27,448,004,923
14,008,026,495
7,369,810,872
6,198,848,111

46,748,428

134,424,011
13,439,978,428
5,171,628,683
5,777,728,031
2,449,139,931

41,481,783
27,403,244,014
20,601,960,740
5,688,709,650

434,540,092
678,033,532

3,416,878,528

46,748,428
-

220,359,000
128,849,663

2,854,715,130
1,981,587,666

171,607,464
-

701,520,000
-

2,301,600,000

829,929,000
1,986,747,331

600,202,197
-
-

562,163,398

2,854,459,783
2,854,459,783

-
2,301,600,000

1,862,324,895

-
△ 552,859,783

本年度資金収支額 138,153,278
前年度末資金残高 1,624,704,824
本年度末資金残高 1,762,858,102

158,223,067
△ 58,756,274

99,466,793


