
（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

17,791,186,011 -

3,825,684,410 227,984,000

5,741,954,336 -

37,951,317,641 7,634,218,261

29,145,196,520 7,326,554,143

△ 1,132,848 20,982,241

- -

- -

16,357,020,910 79,680,118

△ 8,254,129,666 833,914,051

103,279,840 729,542,321

- 2,482,590

- 負債合計 8,468,132,312

-

- -

- 51,074,538

- 29,832,361

784,141,739

△ 451,552,651

23,651,844,340

18,509,029 40,632,591,077

10,890,859,161 △ 7,656,680,951

298,168,937 -

379,092,560

1,509,772,778

△ 1,046,621,430

△ 13,770,835,764

-

-

8,756,433,482

173,558,636

7,652,136

49,687,639

49,542,039

145,600

8,489,485,814

-

8,489,485,814

-

66,895,500

99,011,000

-

12,024,714

81,408,000

8,421,000

2,672,852,436

1,028,331,414

△ 43,682

3,492,724,797

735,534,565

72,821,121

- 純資産合計 32,975,910,126

資産合計 41,444,042,438 負債及び純資産合計 41,444,042,438

1,644,521,022

3,878,356

-

△ 782,681



（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

-

6,196,206,896

3,914,071,557

980,403,938

896,063,628

32,656,645

-

51,683,665

2,710,567,074

1,491,455,609

275,272,586

943,838,879

5,323,186,844

223,100,545

56,841,582

4,894

166,254,069

2,282,135,339

2,081,432,683

198,440,756

2,261,900

873,020,052

481,130,044

391,890,008

-

1,750,620

5,424,045,579

102,609,355

83,152,375

19,342,046

-

114,934

1,750,620

-



（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 39,555,790,902 △ 6,109,546,312 -

純行政コスト（△） △ 5,424,045,579

財源 5,075,468,307 -

税収等 3,548,869,290

国県等補助金 1,526,599,017

本年度差額 △ 348,577,272 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,198,557,367 △ 1,198,557,367

有形固定資産等の増加 2,668,263,304 △ 2,668,263,304

有形固定資産等の減少 △ 998,970,489 998,970,489

貸付金・基金等の増加 532,464,176 △ 532,464,176

貸付金・基金等の減少 △ 1,003,199,624 1,003,199,624

資産評価差額 △ 11,955,864

無償所管換等 △ 75,199,076

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 34,602,252 -

本年度純資産変動額 1,076,800,175 △ 1,547,134,639 -

本年度末純資産残高 40,632,591,077 △ 7,656,680,951 -

【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

△ 11,955,864

33,446,244,590

△ 5,424,045,579

5,075,468,307

3,548,869,290

1,526,599,017

△ 348,577,272

△ 75,199,076

-

-

△ 34,602,252

△ 470,334,464

32,975,910,126



（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

56,841,582

【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

5,348,857,794

3,066,722,455

977,024,056

1,825,485,487

83,152,375

207,371,330

2,282,135,339

2,081,432,683

198,440,756

2,261,900

5,205,311,023

3,548,105,514

811,658,017

480,558,620

364,988,872

83,152,375

714,941,000

-

-

△ 226,699,146

3,142,270,713

2,614,639,163

527,631,550

-

-

-

1,714,654,322

29,800,000

999,713,322

-

-

-

△ 1,427,616,391

859,563,032

855,919,476

3,643,556

1,994,485,000

1,964,685,000

本年度資金収支額 △ 519,393,569
前年度末資金残高 1,225,095,773

本年度末資金残高 705,702,204

31,455,447

△ 1,623,086
29,832,361

735,534,565

1,134,921,968


