
（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 36,531,239,322

資産合計 45,743,060,933 負債及び純資産合計 45,743,060,933

76,980,622
2,183,122

-
△ 7,603,243

6,193,200
1,083,992,495
1,007,011,873

△ 13,456,661
2,575,226,822
1,432,497,940

57,963,308

1,937,796,583
-

1,937,796,583
-

23,364,000
6,000,000

-
96,723,360

168,076,340

2,238,243,577
49,103,955
19,739,955

6,169,644
6,169,644

-

60,655,171
2,460,296,969

△ 1,426,155,948

△ 21,140,813,025
-
-

618,753,570
△ 141,825,110
44,446,695,302

11,154,973 44,258,019,806
24,466,205,791 △ 7,726,780,484

622,739,883 -

- -
- 負債合計 9,211,821,611
-

- -
- 82,117,875
- 125,031,771

△ 127,330,470 14,132,710
9,489,000 -

△ 9,488,998 -

18,694,023,218 951,815,586
△ 10,264,206,053 818,086,549

210,750,291 596,804,193

6,851,007,217 1,266,721,000
47,674,900 -

43,167,834,111 8,393,735,062
40,923,420,890 6,175,198,476

【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

15,423,074,078 -



（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

-

-

11,687,298,531

25,426,120

4,770,865

6,349,925

-

14,305,330

-

-

11,661,872,411

201,734,205

65,758,386

14,417,965

121,557,854

7,842,458,767

6,754,445,242

997,380,730

90,632,795

518,126,125

369,422,722

148,703,403

49,461,069

12,179,998,536

4,337,539,769

1,230,410,272

997,192,383

81,703,875

2,713,224

148,800,790

2,905,395,292

1,265,076,374

311,307,094

1,279,550,755

【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 38,573,897,096 △ 7,978,450,657 -

純行政コスト（△） △ 11,687,298,531

財源 12,055,926,894 -

税収等 7,736,502,531

国県等補助金 4,319,424,363

本年度差額 368,628,363 -

固定資産等の変動（内部変動） 110,439,005 △ 110,439,005

有形固定資産等の増加 1,155,737,293 △ 1,155,737,293

有形固定資産等の減少 △ 1,334,008,508 1,334,008,508

貸付金・基金等の増加 1,313,774,622 △ 1,313,774,622

貸付金・基金等の減少 △ 1,025,064,402 1,025,064,402

資産評価差額 3,347,655

無償所管換等 5,563,820,035

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 6,516,015 △ 6,519,185

本年度純資産変動額 5,684,122,710 251,670,173 -

本年度末純資産残高 44,258,019,806 △ 7,726,780,484 -36,531,239,322

5,563,820,035

-

-

△ 3,170

5,935,792,883

3,347,655

30,595,446,439

△ 11,687,298,531

12,055,926,894

7,736,502,531

4,319,424,363

368,628,363

【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

-
125,031,771
125,031,771

1,432,497,940

△ 156,429,547
本年度資金収支額 58,856,133
前年度末資金残高 1,248,610,036
本年度末資金残高 1,307,466,169

-

890,652,685
54,078,760

-
6,519,672

△ 119,523,192

1,026,582,547
1,026,582,547

-
870,153,000
870,153,000

1,286,500,053

14,752,157
391,691,213
334,808,872

2,357,274,362
1,107,329,052
1,200,346,310

-
49,599,000

-
2,237,751,170

4,770,865

121,072,051
7,842,458,767
6,754,445,242

997,380,730
90,632,795

10,835,907,208
7,684,621,895
2,648,350,777

370,401,728
132,532,808
19,523,022

65,758,386

【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

10,873,266,527
3,030,807,760
1,232,840,119
1,611,137,204


