
(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

43,943,907,491 -

17,528,647,081 752,812,000

- -

156,309,600,802 19,343,617,167

152,097,786,606 18,481,809,102

△ 472,357,846 -

- -

- -

36,222,849,366 108,996,065

△ 13,874,105,001 2,489,195,516

775,857,978 2,064,547,000

- 67,290,540

- 負債合計 21,832,812,683

-

- -

- 161,379,479

- 195,978,497

330,822,862

△ 136,855,243

146,599,829,089

3,763,015,913 163,726,528,487

107,898,682,327 △ 19,290,346,153

2,202,671,366

226,893,480

813,793,229

△ 558,596,441

△ 41,324,679,227

-

-

4,067,330,718

391,290,393

100,459,733

144,483,478

144,483,478

-

3,541,885,861

-

3,541,885,861

-

198,211,660

92,619,000

-

142,310,831

-

-

7,416,927,685

3,801,116,204

△ 8,156,367

9,959,394,215

2,483,946,311

64,112,701

△ 5,592,482 純資産合計 144,436,182,334

資産合計 166,268,995,017 負債及び純資産合計 166,268,995,017

3,615,811,481

-

-



(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

20,555,302,308

9,608,560,098

2,772,329,661

2,408,466,745

161,379,479

6,430,012,972

202,483,437

6,437,506,248

2,272,058,427

363,671,668

3,801,776,153

-

398,724,189

208,840,500

4,721,154

185,162,535

10,946,742,210

-

3,448,558,025

1,021,112,076

47,059,137

1,147,143,280

292,717,710

854,425,570

19,408,159,028

61,336,840

14,005,684

43,831,156

-

3,500,000

3,521,405

1,955,368

1,566,037

19,465,974,463



(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 164,559,852,965 △ 20,181,365,346

純行政コスト（△） △ 19,465,974,463

財源 19,731,891,024

税収等 12,001,486,845

国県等補助金 7,730,404,179

本年度差額 265,916,561

固定資産等の変動（内部変動） △ 740,338,488 740,338,488

有形固定資産等の増加 4,307,623,604 △ 4,307,623,604

有形固定資産等の減少 △ 3,873,718,253 3,873,718,253

貸付金・基金等の増加 1,484,839,314 △ 1,484,839,314

貸付金・基金等の減少 △ 2,659,083,153 2,659,083,153

資産評価差額 △ 45,891,057

無償所管換等 40,156,951

その他 △ 87,251,884 △ 115,235,856

本年度純資産変動額 △ 833,324,478 891,019,193

本年度末純資産残高 163,726,528,487 △ 19,290,346,153

265,916,561

【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

144,378,487,619

△ 19,465,974,463

19,731,891,024

12,001,486,845

7,730,404,179

40,156,951

△ 202,487,740

57,694,715

144,436,182,334

△ 45,891,057



（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

208,840,500

【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

16,672,345,758

5,725,603,548

2,767,186,271

2,635,730,095

14,005,684

113,846,682

10,946,742,210

6,430,012,972

3,448,558,025

1,021,112,076

47,059,137

19,110,168,155

12,001,569,876

6,111,932,448

294,267,660

702,398,171

4,229,589,773

14,005,684

-

-

2,423,816,713

5,661,781,836

4,244,244,051

1,403,737,785

-

13,800,000

-

2,330,500,000

1,618,471,731

2,571,162,466

13,800,000

26,155,576

-

△ 1,432,192,063

2,153,553,490

2,079,908,833

73,644,657

2,330,500,000

2,483,946,311

-

176,946,510

本年度資金収支額 1,168,571,160

前年度末資金残高 1,119,396,654

本年度末資金残高 2,287,967,814

170,113,342

25,865,155

195,978,497


