
(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

9,654,505,411 -
1,647,424,205 912,017,000
1,312,775,500 -

20,375,608,704 14,438,008,697
15,500,243,876 13,517,983,925

△ 670,867,024 -
- 18,946,000
- -

18,622,071,158 8,007,772
△ 13,133,923,736 1,566,968,192

1,704,490,020 1,438,259,545

- 6,651,916
- 負債合計 16,004,976,889

△ 4,601,952

- -
- 81,936,378
- 21,174,353

92,612,008
△ 31,066,457
9,467,598,112

177,137,240 21,975,959,704
5,644,959,292 △ 15,183,823,094

197,724,478

127,582,600
1,063,268,041

△ 862,488,868

△ 4,209,491,449
-
-

4,858,523,724
131,489,152

3,236,152

16,841,104
16,841,104

-

4,721,900,935
-

4,721,900,935
-

118,253,000
10,000,000

△ 10,000,000
16,683,051

-

-
1,600,351,000

900,351,000

△ 1,549,414
2,421,504,795

810,688,399
11,347,691

△ 882,295 純資産合計 6,792,136,610

資産合計 22,797,113,499 負債及び純資産合計 22,797,113,499

700,000,000
-
-



(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

9,588,698,445

5,503,558,280

1,395,703,151

1,197,434,392

81,936,378

1,996,303,473

116,332,381

3,982,497,890

1,921,906,658

1,382,766,391

677,824,841

-

125,357,239

98,321,298

1,246,673

25,789,268

4,085,140,165

-

1,468,814,157

543,191,651

76,830,884

924,380,341

57,218,474

867,161,867

8,664,318,104

62,348,873

27,741,901

-

10,000,000

24,606,972

-

-

-

8,726,666,977



(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 20,535,876,052 △ 15,219,444,519

純行政コスト（△） △ 8,726,666,977

財源 9,392,577,591

税収等 6,418,277,290

国県等補助金 2,974,300,301

本年度差額 665,910,614

固定資産等の変動（内部変動） 636,685,616 △ 636,685,616

有形固定資産等の増加 1,281,645,876 △ 1,281,645,876

有形固定資産等の減少 △ 677,824,841 677,824,841

貸付金・基金等の増加 232,044,339 △ 232,044,339

貸付金・基金等の減少 △ 199,179,758 199,179,758

資産評価差額 △ 752,060

無償所管換等 865,376,801

その他 △ 61,226,705 6,396,427

本年度純資産変動額 1,440,083,652 35,621,425

本年度末純資産残高 21,975,959,704 △ 15,183,823,094

665,910,614

【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

5,316,431,533

△ 8,726,666,977

9,392,577,591

6,418,277,290

2,974,300,301

△ 752,060

865,376,801

△ 54,830,278

1,475,705,077

6,792,136,610



（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

98,321,298

【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

8,909,590,167
4,824,450,002
1,395,666,387
3,304,673,049

27,741,901

25,789,268
4,085,140,165
1,996,303,473
1,468,814,157

543,191,651
76,830,884

8,006,462,690
6,414,827,434
1,057,819,301

55,707,694
478,108,261

601,298,565

27,741,901
-

1,462,455,009
531,585,631

1,466,997,557
1,269,605,876

193,741,681
3,650,000

-
-

1,858,200,000

455,617,963
145,680,602

-
-
-

△ 865,698,992

1,482,468,387
1,478,294,907

4,173,480
1,858,200,000

810,688,399

-
375,731,613

本年度資金収支額 41,618,252
前年度末資金残高 747,895,794
本年度末資金残高 789,514,046

21,887,810
△ 713,457
21,174,353


