
（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 - 純資産合計 105,229,753,919

資産合計 157,116,628,324 負債及び純資産合計 157,116,628,324

3,603,709,486
37,548,153
92,800,000

△ 26,127,005

5,342,284
14,480,054,684
10,876,345,198

△ 55,122,858
18,592,170,779
3,512,535,253

490,017,410

4,706,894,460
-

4,706,894,460
-

263,604,201
5,000,000

-
1,153,456,194

170,657,272

6,247,714,769
271,829,701

3,225,500

3,829,092
3,506,292

322,800

333,182,159
6,087,075,295

△ 4,985,989,962

△ 62,110,933,523
1,709,822,544

△ 1,073,698,191

3,040,001,607
△ 1,921,442,085
126,095,706,321

411,176,767 153,009,854,513
69,137,151,468 △ 47,780,100,594
3,064,512,636 -

- 39,332,437
6,319,725,000 負債合計 51,886,874,405

△ 1,883,102,522

- -
- 482,199,955
- 99,466,793

△ 2,175,623,011 130,894,259
- -
- 7,036,696

82,352,737,452 3,161,579,217
△ 42,531,917,959 4,142,463,913

3,268,458,096 3,383,533,773

16,273,223,060 6,068,837,000
- -

138,524,457,545 47,744,410,492
132,272,913,684 38,513,994,275

【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

62,034,676,883 -



（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

-

8,091,309

46,136,262,441

255,584,590

46,748,428

205,925,848

-

2,910,314

8,091,309

-

45,888,769,160

908,712,741

488,569,681

129,743,742

290,399,318

28,163,002,440

22,343,413,854

5,777,728,031

41,860,555

2,891,018,024

1,856,654,027

1,034,363,997

-

48,779,787,184

20,616,784,744

7,727,721,708

6,578,837,982

482,199,955

-

666,683,771

11,980,350,295

6,341,034,349

493,704,808

5,145,611,138

【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



（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 157,531,379,388 △ 49,429,502,916 -

純行政コスト（△） △ 46,136,262,441

財源 42,849,200,488 -

税収等 30,670,803,911

国県等補助金 12,178,396,577

本年度差額 △ 3,287,061,953 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 4,936,044,275 4,936,044,275

有形固定資産等の増加 3,029,030,186 △ 3,029,030,186

有形固定資産等の減少 △ 6,136,020,328 6,136,020,328

貸付金・基金等の増加 1,162,215,423 △ 1,162,215,423

貸付金・基金等の減少 △ 2,991,269,556 2,991,269,556

資産評価差額 -

無償所管換等 398,675,760

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 15,843,640 420,000

本年度純資産変動額 △ 4,521,524,875 1,649,402,322 -

本年度末純資産残高 153,009,854,513 △ 47,780,100,594 -

398,675,760

-

-

16,263,640

△ 2,872,122,553

105,229,753,919

-

108,101,876,472

△ 46,136,262,441

42,849,200,488

30,670,803,911

12,178,396,577

△ 3,287,061,953

【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



（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

158,223,067
△ 58,756,274

99,466,793
3,512,535,253

△ 980,604,551
本年度資金収支額 346,919,022
前年度末資金残高 3,066,149,438
本年度末資金残高 3,413,068,460

-

2,015,748,331
600,202,197

-
-

391,327,729

3,425,404,551
3,425,404,551

-
2,444,800,000
2,444,800,000

862,719,000

2,910,314
226,007,000
936,195,844

3,087,341,799
2,192,637,386

193,184,413
-

701,520,000
-

3,478,669,528

46,748,428

355,602,318
28,163,002,440
22,343,413,854
5,777,728,031

41,860,555
44,369,449,635
30,562,238,423
11,112,980,577
1,863,348,172

830,882,463
49,658,742

488,569,681

【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

43,609,602,049
15,446,599,609
7,714,683,971
6,887,743,639


