
（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 - 純資産合計 41,244,304,303

資産合計 48,288,493,609 負債及び純資産合計 48,288,493,609

480,044,000
-

9,980,224
△ 1,659,381

-
2,178,659,000
1,698,615,000

△ 3,270,021
3,291,001,997
1,004,138,735

99,883,419

2,572,942,696
-

2,572,942,696
-

124,476,000
47,914,000

-
68,808,935

106,317,000

2,966,841,195
222,042,585
49,652,585

822,700
669,600
153,100

6,288,087,387
1,229,575,124

△ 1,022,048,926

△ 7,913,245,491
-
-

2,404,663,159
△ 132,252,907
20,968,570,692

99,993,960 47,176,150,612
23,814,864,394 △ 5,931,846,309
2,199,041,554 -

- 919,312
- 負債合計 7,044,189,306
-

- -
- 74,136,069
- 57,984,865

△ 305,252,550 34,812,869
- -
- 12,697,239

15,950,265,471 1,368,805,999
△ 5,137,110,971 586,946,390

1,890,871,810 406,396,036

5,508,669,405 370,111,000
- -

44,997,491,612 6,457,242,916
42,029,827,717 4,718,325,917

【様式第１号】

全体貸借対照表
(平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

18,007,437,125 -



（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 - 純資産合計 43,921,908,819

資産合計 50,772,019,614 負債及び純資産合計 50,772,019,614

481,673,547
-

12,014,235
△ 1,059,254

107,325,000
2,397,567,194
1,915,893,647

△ 2,223,209
4,284,269,766
1,662,248,389

106,174,202

2,467,119,764
-

2,467,119,764
-

50,865,000
23,957,000

-
62,087,130

-

2,664,364,455
137,380,770
62,558,770

655,300
502,200
153,100

7,505,778,814
1,240,835,524

△ 1,052,847,640

△ 8,497,286,922
-
-

2,404,663,159
△ 239,152,953
22,092,476,280

385,743,320 48,992,642,042
25,615,001,110 △ 5,070,733,223
2,348,522,732 -

- 329,000
- 負債合計 6,850,110,795
-

- -
- 73,778,095
- 55,783,463

△ 461,961,588 87,314,158
- -
- 13,472,055

16,125,319,011 1,364,649,762
△ 5,898,782,341 689,095,011

1,943,902,360 458,418,240

5,925,520,337 280,081,000
- -

46,487,749,848 6,161,015,784
43,822,730,093 4,516,285,022

【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

18,019,741,099 -



（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

-

30,089,941

5,946,664,046

45,265,914

398,760

41,105,023

-

3,762,131

30,089,941

-

5,931,488,073

134,496,537

67,971,615

3,231,304

63,293,618

4,289,772,634

3,711,361,254

561,098,480

17,312,900

2,968,417,368

883,734,474

2,084,682,894

48,039,983

8,899,905,441

4,610,132,807

1,485,453,496

1,037,701,754

73,778,095

4,813,000

369,160,647

2,990,182,774

1,830,187,623

84,893,345

1,027,061,823

【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



（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 47,176,150,612 △ 5,931,846,309 -

純行政コスト（△） △ 5,946,664,046

財源 8,577,581,056 -

税収等 4,749,492,466

国県等補助金 3,828,088,590

本年度差額 2,630,917,010 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,769,146,978 △ 1,769,146,978

有形固定資産等の増加 3,365,957,523 △ 3,365,957,523

有形固定資産等の減少 △ 1,033,634,846 1,033,634,846

貸付金・基金等の増加 842,661,279 △ 842,661,279

貸付金・基金等の減少 △ 1,405,836,978 1,405,836,978

資産評価差額 4,813,185

無償所管換等 42,491,267

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 40,000 △ 656,946

本年度純資産変動額 1,816,491,430 861,113,086 -

本年度末純資産残高 48,992,642,042 △ 5,070,733,223 -

42,491,267

-

-

△ 616,946

2,677,604,516

43,921,908,819

4,813,185

41,244,304,303

△ 5,946,664,046

8,577,581,056

4,749,492,466

3,828,088,590

2,630,917,010

【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



（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

51,080,006
3,146,558

54,226,564
1,662,248,389

△ 150,018,691
本年度資金収支額 654,963,096
前年度末資金残高 953,058,729
本年度末資金残高 1,608,021,825

-

1,350,226,706
13,612,000

317,520
-

△ 690,456,700

460,618,691
460,618,691

-
310,600,000
310,600,000

2,080,321,683

8,829
1,070,756,377
1,495,438,487

4,134,934,609
3,322,036,609

798,318,000
-

14,580,000
-

3,444,477,909

398,760

66,158,074
4,289,772,634
3,711,361,254

561,098,480
17,312,900

8,314,252,654
4,749,945,405

702,940,891
879,897,577

1,981,468,781
407,589

67,971,615

【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

7,889,162,955
3,599,390,321
1,483,954,416
1,981,306,216


