
（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

43,943,907,491 -

17,528,647,081 762,812,000

- -

161,757,111,103 23,902,079,891

157,447,659,853 20,212,285,864

△ 472,357,846 79,667,497

- -

- -

36,222,849,366 2,926,982,027

△ 13,874,105,001 2,944,502,056

775,857,978 2,208,309,434

- 280,292,266

- 負債合計 26,846,581,947

-

- -

- 166,906,745

- 209,326,114

389,766,804

△ 161,679,623

156,555,612,020

3,763,015,913 169,174,039,784

113,147,534,646 △ 23,656,753,796

2,453,976,138 -

231,093,480

1,576,629,613

△ 1,220,411,897

△ 46,321,234,173

-

-

4,151,734,636

391,290,393

100,459,733

157,716,614

157,556,014

160,600

3,553,300,861

-

3,553,300,861

-

198,211,660

92,619,000

-

225,656,148

-

-

7,416,928,681

3,801,117,200

△ 18,512,766

10,606,756,832

3,004,463,043

195,490,314

- 純資産合計 145,517,285,988

資産合計 172,363,867,935 負債及び純資産合計 172,363,867,935

3,615,811,481

389,810

-

△ 10,515,016



（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

75,854,508

27,814,493,850

10,774,214,587

2,957,250,861

2,529,047,884

170,986,745

-

257,216,232

7,349,032,089

2,822,074,883

396,857,993

4,054,244,705

25,705,624,113

467,931,637

246,647,143

9,385,205

211,899,289

17,040,279,263

13,544,612,901

3,448,558,025

47,108,337

2,108,869,737

1,175,225,897

933,643,840

1,955,368

2,057,959

25,775,968,967

74,358,181

14,005,684

44,128,890

-

16,223,607

4,013,327

-



（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 170,055,112,407 △ 24,889,970,560 -

純行政コスト（△） △ 25,775,968,967

財源 26,335,254,954 -

税収等 15,938,909,247

国県等補助金 10,396,345,707

本年度差額 559,285,987 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 792,280,634 792,280,634

有形固定資産等の増加 4,509,646,841 △ 4,509,646,841

有形固定資産等の減少 △ 4,126,484,539 4,126,484,539

貸付金・基金等の増加 1,525,837,881 △ 1,525,837,881

貸付金・基金等の減少 △ 2,701,280,817 2,701,280,817

資産評価差額 △ 45,891,057

無償所管換等 41,236,951

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 84,137,883 △ 118,349,857

本年度純資産変動額 △ 881,072,623 1,233,216,764 -

本年度末純資産残高 169,174,039,784 △ 23,656,753,796 -

【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

145,517,285,988

△ 45,891,057

145,165,141,847

△ 25,775,968,967

26,335,254,954

15,938,909,247

10,396,345,707

559,285,987

41,236,951

-

-

△ 202,487,740

352,144,141



（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

246,647,143

【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

24,022,901,020

6,618,854,731

2,940,311,861

3,291,185,291

14,005,684

140,710,436

17,404,046,289

13,544,612,901

3,448,558,025

410,875,363

26,531,481,703

15,797,812,991

8,765,752,920

1,192,632,506

775,283,286

26,226,785

1,709,626,120

12,221,101

195,729,399

2,678,083,297

5,807,340,272

4,389,802,487

1,403,737,785

-

13,800,000

-

4,323,426,454

-

2,571,162,466

13,800,000

26,155,576

2,682,292

△ 1,483,913,818

2,293,292,905

2,219,648,248

73,644,657

2,420,500,000

2,420,500,000

本年度資金収支額 1,321,376,574

前年度末資金残高 1,487,107,972

本年度末資金残高 2,808,484,546

184,076,805

11,901,692

195,978,497

3,004,463,043

127,207,095


