
（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 34,837,282,768

資産合計 39,799,732,299 負債及び純資産合計 39,799,732,299

211,564,000
-

3,998,882
△ 888,018

-
845,061,899
633,497,899

△ 1,349,515
1,539,629,423

680,089,100
11,367,560

2,843,186,815
-

2,843,186,815
-

67,514,000
17,838,000

-
22,828,890

-

2,989,525,080
124,858,890
39,506,890

278,550
-

278,550

39,993,600
1,797,419,312

△ 1,440,507,142

△ 9,282,003,549
-
-

553,023,835
△ 263,269,693
18,699,221,038

825,489,389 39,105,164,775
9,882,613,317 △ 4,267,882,007

135,648,086 -

- 1,745,383
- 負債合計 4,962,449,531
-

- -
- 51,911,183
- 36,865,004

△ 268,367,389 3,776,027
12,206,800 -

△ 12,206,795 -

26,989,533,515 768,276,102
△ 9,804,555,103 444,589,210

1,188,824,876 350,291,613

6,099,848,466 224,476,545
- -

38,260,102,876 4,517,860,321
35,270,299,246 3,525,107,674

【様式第１号】

期首全体貸借対照表
(平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

25,030,773,759 -



（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 36,842,749,180

資産合計 41,715,035,140 負債及び純資産合計 41,715,035,140

211,708,000
-

3,064,142
△ 1,225,025

-
893,095,899
681,387,899

△ 844,568
1,604,921,727

690,806,672
19,180,039

2,682,365,034
-

2,682,365,034
-

40,163,500
17,838,000

-
17,446,649

-

2,788,746,855
89,779,740
31,778,240

6,538,600
6,291,000

247,600

208,244,597
1,829,660,917

△ 1,474,369,886

△ 9,779,372,759
-
-

1,496,869,475
△ 758,623,409
19,500,518,818

269,378,000 41,003,209,312
10,908,096,787 △ 4,160,460,132

240,460,065 -

- 3,485,083
- 負債合計 4,872,285,960
-

- -
- 50,417,213
- 42,873,810

△ 351,940,787 6,347,846
12,206,800 -

△ 12,206,795 -

28,621,709,295 738,469,670
△ 10,064,737,847 466,275,910

1,513,956,147 363,151,958

6,063,075,327 158,848,000
- -

40,110,113,413 4,406,010,050
37,314,827,958 3,508,692,380

【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

26,051,440,140 -



（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

-

35,262

4,514,343,011

27,987,271

3,290,000

18,186,271

-

6,511,000

35,262

-

4,486,391,002

97,467,729

51,679,210

710,727

45,077,792

3,663,797,808

3,233,459,111

361,861,653

68,477,044

2,611,223,411

390,416,326

2,220,807,085

52,000,755

7,097,614,413

3,433,816,605

1,073,004,109

675,658,007

50,417,213

-

346,928,889

2,263,344,767

913,027,715

151,981,639

1,146,334,658

【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 39,105,164,775 △ 4,267,882,007 -

純行政コスト（△） △ 4,514,343,011

財源 5,921,229,218 -

税収等 2,924,473,034

国県等補助金 2,996,756,184

本年度差額 1,406,886,207 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,299,464,332 △ 1,299,464,332

有形固定資産等の増加 2,607,954,065 △ 2,607,954,065

有形固定資産等の減少 △ 1,191,824,658 1,191,824,658

貸付金・基金等の増加 738,184,702 △ 738,184,702

貸付金・基金等の減少 △ 854,849,777 854,849,777

資産評価差額 △ 7,728,650

無償所管換等 612,308,855

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 6,000,000 -

本年度純資産変動額 1,898,044,537 107,421,875 -

本年度末純資産残高 41,003,209,312 △ 4,160,460,132 -

612,308,855

-

-

△ 6,000,000

2,005,466,412

36,842,749,180

△ 7,728,650

34,837,282,768

△ 4,514,343,011

5,921,229,218

2,924,473,034

2,996,756,184

1,406,886,207

【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

36,865,004
6,008,806

42,873,810
690,806,672

△ 3,554,949
本年度資金収支額 4,708,766
前年度末資金残高 643,224,096
本年度末資金残高 647,932,862

-

834,120,391
-

165,165
-

△ 1,720,105,598

350,146,949
350,146,949

-
346,592,000
346,592,000

741,063,781

1,396,880
1,696,445,081
1,728,369,313

3,295,454,935
2,568,122,325

727,332,610
-
-
-

1,575,349,337

3,290,000

40,422,488
3,663,797,808
3,233,459,111

361,861,653
68,477,044

5,994,508,941
2,887,986,720

570,647,491
385,177,023

2,150,697,707
4,686,880

51,679,210

【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

5,957,897,829
2,294,100,021
1,074,311,529
1,127,686,794
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