
(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

10,716,710,724 -
2,113,431,067 627,080,000
2,869,697,370 -

111,385,399,457 8,634,816,990
106,402,975,340 8,007,736,990

△ 341,310,065 -
- -
- -

18,378,489,710 -
△ 13,219,389,430 1,184,143,818

910,992,072 1,063,653,737

- -
- 負債合計 9,818,960,808
-

- -
- 79,602,407
- 40,887,674

187,211,501
△ 101,409,833

118,586,811,315

4,800,000 114,727,484,885
95,648,396,223 △ 9,496,576,237

186,928,232

-
1,041,953,545

△ 1,004,085,152

△ 23,211,144,992
-
-

4,981,794,117
743,878,313

5,478,679

630,000
630,000

-

4,169,600,700
-

4,169,600,700
-

118,355,605
620,044,029

△ 82,109,793
17,524,940

133,254,600

2,230,428
3,339,855,000
3,019,481,000

△ 354,643
3,664,469,999

315,990,316
6,480,985

△ 86,730 純資産合計 105,230,908,648

資産合計 115,049,869,456 負債及び純資産合計 115,049,869,456

320,374,000
-
-



(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

8,579,033,938

6,256,266,078

1,103,383,146

931,000,959

79,602,407

1,246,019,805

92,779,780

4,949,352,528

1,614,583,572

563,242,064

2,771,526,892

-

203,530,404

59,615,323

3,997,098

139,917,983

2,322,767,860

-

395,843,568

654,463,219

26,441,268

397,778,678

71,591,505

326,187,173

8,181,255,260

757,131,206

464,719,036

289,592,360

-

2,819,810

-

-

-

8,938,386,466



(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 116,831,837,520 △ 9,837,280,369

純行政コスト（△） △ 8,938,386,466

財源 6,671,441,242

税収等 5,252,176,345

国県等補助金 1,419,264,897

本年度差額 △ 2,266,945,224

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,607,648,517 2,607,648,517

有形固定資産等の増加 921,867,513 △ 921,867,513

有形固定資産等の減少 △ 3,205,181,915 3,205,181,915

貸付金・基金等の増加 239,029,494 △ 239,029,494

貸付金・基金等の減少 △ 563,363,609 563,363,609

資産評価差額 4,242,479

無償所管換等 370,996,914

その他 128,056,489 839

本年度純資産変動額 △ 2,104,352,635 340,704,132

本年度末純資産残高 114,727,484,885 △ 9,496,576,237

△ 2,266,945,224

【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

106,994,557,151

△ 8,938,386,466

6,671,441,242

5,252,176,345

1,419,264,897

4,242,479

370,996,914

128,057,328

△ 1,763,648,503

105,230,908,648



（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

59,615,323

【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

5,817,676,774
3,494,908,914
1,117,549,972
2,177,825,636

464,719,036

139,917,983
2,322,767,860
1,246,019,805

395,843,568
654,463,219
26,441,268

5,957,247,471
5,254,664,431

415,025,377
72,530,810

215,026,853

1,405,757,201

464,719,036
-

146,859,520
△ 178,288,819

1,000,446,245
777,232,245
203,033,000
20,181,000

-
-

823,362,000

857,380,000
548,377,201

-
-
-

405,310,956

1,070,062,434
1,070,062,434

-
823,362,000

315,990,316

-
△ 246,700,434

本年度資金収支額 △ 19,678,297
前年度末資金残高 294,780,939
本年度末資金残高 275,102,642

43,887,672
△ 2,999,998

40,887,674


