
*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 105,370,789,146 固定負債 16,165,891,922

有形固定資産 98,936,184,587 地方債等 14,856,266,576
事業用資産 18,873,316,026 長期未払金 0

土地 1,932,676,802 退職手当引当金 1,213,156,000
土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 0
立木竹 3,725,238,689 その他 96,469,346
立木竹減損損失累計額 0 流動負債 2,148,514,895
建物 22,930,072,019 1年内償還予定地方債等 1,768,170,167
建物減価償却累計額 △ 14,328,057,729 未払金 37,598,974
建物減損損失累計額 0 未払費用 0
工作物 5,237,801,546 前受金 0
工作物減価償却累計額 △ 1,647,909,299 前受収益 0
工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 176,561,181
船舶 0 預り金 166,184,573
船舶減価償却累計額 0 その他 0
船舶減損損失累計額 0 18,314,406,817
浮標等 5,609,520 【純資産の部】
浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 111,415,570,720
浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 15,270,029,922
航空機 0
航空機減価償却累計額 0
航空機減損損失累計額 0
その他 29,067,147
その他減価償却累計額 △ 27,613,794
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 1,016,431,125

インフラ資産 79,535,371,222
土地 466,445,879
土地減損損失累計額 0
建物 1,464,458,077
建物減価償却累計額 △ 825,099,981
建物減損損失累計額 0
工作物 195,478,947,080
工作物減価償却累計額 △ 117,402,684,873
工作物減損損失累計額 0
その他 0
その他減価償却累計額 0
その他減損損失累計額 0
建設仮勘定 353,305,040

物品 1,834,246,672
物品減価償却累計額 △ 1,306,749,333
物品減損損失累計額 0

無形固定資産 74,139,473
ソフトウェア 74,139,473
その他 0

投資その他の資産 6,360,465,086
投資及び出資金 70,480,800

有価証券 46,360,000
出資金 24,120,800
その他 0

投資損失引当金 △ 27,958,829
長期延滞債権 54,383,521
長期貸付金 657,272,709
基金 5,609,163,357

減債基金 0
その他 5,609,163,357

その他 0
徴収不能引当金 △ 2,876,472

流動資産 9,089,158,469
現金預金 2,849,976,936
未収金 178,818,570
短期貸付金 11,545,500
基金 6,033,236,074

財政調整基金 3,686,005,082
減債基金 2,347,230,992

棚卸資産 15,614,309
その他 0
徴収不能引当金 △ 32,920

繰延資産 0 96,145,540,798

114,459,947,615 114,459,947,615

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

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



*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

経常費用 15,436,090,969
業務費用 10,569,090,476

人件費 2,645,853,774
職員給与費 2,386,564,584
賞与等引当金繰入額 158,610,206
退職手当引当金繰入額 1,198,000
その他 99,480,984

物件費等 7,602,381,578
物件費 2,058,100,477
維持補修費 806,729,359
減価償却費 4,737,551,742
その他 0

その他の業務費用 320,855,124
支払利息 142,188,667
徴収不能引当金繰入額 2,461,267
その他 176,205,190

移転費用 4,867,000,493
補助金等 4,414,440,788
社会保障給付 370,613,958
他会計への繰出金 0
その他 81,945,747

経常収益 1,485,295,554
使用料及び手数料 884,882,105
その他 600,413,449

純経常行政コスト △ 13,950,795,415
臨時損失 273,492,512

災害復旧事業費 129,042,871
資産除売却損 138,530,832
投資損失引当金繰入額 1,452,557
損失補償等引当金繰入額 0
その他 4,466,252

臨時利益 39,477,046
資産売却益 39,179,746
その他 297,300

純行政コスト △ 14,184,810,881

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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



*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

前年度末純資産残高 98,869,051,252 113,157,833,294 △ 14,288,782,042

純行政コスト（△） △ 14,184,810,881 △ 14,184,810,881

財源 11,455,983,697 11,455,983,697

税収等 8,155,942,075 8,155,942,075

国県等補助金 3,300,041,622 3,300,041,622

本年度差額 △ 2,728,827,184 △ 2,728,827,184

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,723,868,297 1,723,868,297

有形固定資産等の増加 3,801,105,712 △ 3,801,105,712

有形固定資産等の減少 △ 4,878,032,039 4,878,032,039

貸付金・基金等の増加 1,117,374,946 △ 1,117,374,946

貸付金・基金等の減少 △ 1,764,316,916 1,764,316,916

資産評価差額 0 0

無償所管換等 △ 3,394,277 △ 3,394,277

その他 8,711,007 △ 15,000,000 23,711,007

本年度純資産変動額 △ 2,723,510,454 △ 1,742,262,574 △ 981,247,880

本年度末純資産残高 96,145,540,798 111,415,570,720 △ 15,270,029,922

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 全体
*団体／会計コード ：
*出力範囲 ： 年次
*出力金額単位 ： 円

（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 10,696,532,102

業務費用支出 5,829,531,609
人件費支出 2,635,114,226
物件費等支出 2,900,790,534
支払利息支出 142,188,667
その他の支出 151,438,182

移転費用支出 4,867,000,493
補助金等支出 4,414,440,788
社会保障給付支出 370,613,958
他会計への繰出支出 0
その他の支出 81,945,747

業務収入 11,831,457,396
税収等収入 7,964,225,389
国県等補助金収入 2,335,217,264
使用料及び手数料収入 1,008,629,342
その他の収入 523,385,401

臨時支出 129,048,151
災害復旧事業費支出 129,042,871
その他の支出 5,280

臨時収入 125,836,526
業務活動収支 1,131,713,669
【投資活動収支】

投資活動支出 4,891,508,638
公共施設等整備費支出 3,801,105,712
基金積立金支出 1,075,380,926
投資及び出資金支出 0
貸付金支出 15,022,000
その他の支出 0

投資活動収入 2,582,710,079
国県等補助金収入 838,987,832
基金取崩収入 1,666,185,456
貸付金元金回収収入 16,563,890
資産売却収入 41,129,211
その他の収入 19,843,690

投資活動収支 △ 2,308,798,559
【財務活動収支】

財務活動支出 1,748,746,855
地方債償還支出 1,748,746,855
その他の支出 0

財務活動収入 2,090,075,200
地方債発行収入 2,089,400,000
その他の収入 675,200

財務活動収支 341,328,345
△ 835,756,545
3,525,868,908
2,690,112,363

前年度末歳計外現金残高 128,107,978
本年度歳計外現金増減額 31,756,595
本年度末歳計外現金残高 159,864,573
本年度末現金預金残高 2,849,976,936

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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

本年度資金収支額


