
(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

30,946,717,407 -
16,463,049,934 838,789,000
1,455,862,401 11,404,000

68,188,902,372 21,240,996,732
64,126,822,385 20,390,803,732

△ 821,238,958 -
- -
- -

26,957,034,448 -
△ 14,608,354,838 2,397,171,146

1,003,227,987 2,140,963,904

- -
- 負債合計 23,638,167,878
-

- -
- 213,986,292
- 42,220,950

109,274,440
△ 53,864,178

79,798,929,005

497,136,433 71,249,220,919
33,007,083,483 △ 22,551,377,252
1,125,891,157

187,567,880
1,158,795,986

△ 985,774,491

△ 48,160,714,821
-
-

3,997,348,407
403,980,000

-

64,731,580
54,367,100
10,364,480

2,918,776,740
-

2,918,776,740
-

152,730,000
251,250,000

-
458,741,311
238,524,000

-
3,060,318,547
2,505,680,375

△ 22,673,644
4,147,109,173
1,032,196,619

62,088,362

△ 7,494,355 純資産合計 48,697,843,667

資産合計 72,336,011,545 負債及び純資産合計 72,336,011,545

554,638,172
-
-



(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

16,355,454,473

8,384,633,481

3,043,102,691

2,677,972,687

213,986,292

3,952,786,055

151,143,712

5,084,455,370

2,247,615,740

1,003,591,691

1,833,247,939

-

257,075,420

159,761,777

15,224,346

82,089,297

7,970,820,992

-

2,698,601,473

1,203,266,534

116,166,930

554,441,781

215,726,337

338,715,444

15,801,012,692

758,653,531

685,612,940

69,089,426

-

3,951,165

-

-

-

16,559,666,223



(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 72,187,439,399 △ 22,395,522,014

純行政コスト（△） △ 16,559,666,223

財源 15,468,244,220

税収等 11,031,964,732

国県等補助金 4,436,279,488

本年度差額 △ 1,091,422,003

固定資産等の変動（内部変動） △ 935,566,765 935,566,765

有形固定資産等の増加 1,132,814,975 △ 1,132,814,975

有形固定資産等の減少 △ 1,994,726,848 1,994,726,848

貸付金・基金等の増加 873,896,302 △ 873,896,302

貸付金・基金等の減少 △ 947,551,194 947,551,194

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 2,844,815

その他 193,100 -

本年度純資産変動額 △ 938,218,480 △ 155,855,238

本年度末純資産残高 71,249,220,919 △ 22,551,377,252

△ 1,091,422,003

【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

49,791,917,385

△ 16,559,666,223

15,468,244,220

11,031,964,732

4,436,279,488

-

△ 2,844,815

193,100

△ 1,094,073,718

48,697,843,667



（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

159,761,777

【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

14,502,759,757
6,531,938,765
3,031,469,606
3,259,542,871

685,612,940

81,164,511
7,970,820,992
3,952,786,055
2,698,601,473
1,203,266,534

116,166,930
12,149,342,766
11,025,411,229

729,476,488
220,504,863
173,950,186

1,517,316,338

685,612,940
-

3,061,987,000
22,957,069

1,634,463,163
1,032,090,052

602,373,111
-
-
-

1,672,091,000

644,816,000
843,914,338
28,586,000

-
-

△ 117,146,825

2,105,511,405
2,105,511,405

-
1,672,091,000

1,032,196,619

-
△ 433,420,405

本年度資金収支額 △ 527,610,161
前年度末資金残高 1,517,585,830
本年度末資金残高 989,975,669

57,236,005
△ 15,015,055

42,220,950


