＊出力条件
＊会計年度 ： H29
＊出力帳票選択 ： 財務書類
＊団体区分 ： 会計別
＊団体／会計コード ： 001／001 一般会計等 ／ 一般会計
＊出力範囲 ： 年次
＊出力金額単位 ： 円

貸 借 対 照 表
（平成30年3月31日現在）
科目
【資産の部】
固定資産
有形固定資産
事業用資産
土地
立木竹
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
浮標等
浮標等減価償却累計額
航空機
航空機減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建物仮勘定
インフラ資産
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
建物仮勘定
物品
物品減価償却累計額
無形固定資産
ソフトウエア
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
資産合計

金額

科目

【負債の部】
49,147,545,402
固定負債
43,305,488,589
地方債
14,830,897,556
長期未払金
1,332,736,289
退職手当引当金
5,239,836,360
損失補償等引当金
19,690,704,067
その他
△ 11,874,920,181
流動負債
342,738,000
1年内償還予定地方債
△ 8,909,779
未払金
未払費用
前受金
前受収益
賞与等引当金
預り金
その他
負債合計
- 【純資産の部】
108,712,800
固定資産等形成分
28,353,356,383
余剰分（不足分）
1,226,119
509,774,049
△ 386,878,821
65,197,825,572
△ 37,128,053,682
159,463,146
272,820,303
△ 151,585,653
42,287,267
42,287,267
5,799,769,546
72,670,200
970,000
71,700,200
77,822,769
450,000,000
5,201,071,033
5,201,071,033
△ 1,794,456
3,777,678,257
307,764,145
10,979,596
0
3,459,188,076
2,316,863,206
1,142,324,870
0
純資産合計
△ 253,560
負債及び純資産合計
52,925,223,659

※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。

（単位：円）
金額
8,245,691,122
7,475,929,122
750,038,000
19,724,000
726,883,235
656,101,741
0
1
59,863,319
10,918,175
8,972,574,357
51,587,181,098
△ 7,634,531,796

43,952,649,302
52,925,223,659
0

＊出力条件
＊会計年度 ： H29
＊出力帳票選択 ： 財務書類
＊団体区分 ： 会計別
＊団体／会計コード ： 001／001 一般会計等 ／ 一般会計
＊出力範囲 ： 年次
＊出力金額単位 ： 円

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
（単位：円）
科目
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
※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。

7,194,658,381
5,386,569,344
789,082,563
814,603,396
5,557,755
△ 72,948,000
41,869,412
4,551,317,091
2,536,993,057
193,642,214
1,815,130,052
5,551,768
46,169,690
40,696,275
5,473,415
1,808,089,037
1,092,623,182
273,581,040
433,959,452
7,925,363
302,691,002
103,254,883
199,436,119
△ 6,891,967,379
270,976,720
270,976,720
22,830,566
22,830,566
△ 7,140,113,533

＊出力条件
＊会計年度 ： H29
＊出力帳票選択 ： 財務書類
＊団体区分 ： 会計別
＊団体／会計コード ： 001／001 一般会計等 ／ 一般会計
＊出力範囲 ： 年次
＊出力金額単位 ： 円

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
（単位：円）
科目
前年度未純資産残高
純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額

合計
43,747,688,169

固定資産
等形成分
51,596,057,561

除剰分
（不足分）
△ 7,848,369,392

△ 7,140,113,533

△ 7,140,113,533

6,454,650,079

6,454,650,079

5,718,989,539

5,718,989,539

735,660,540

735,660,540

△ 685,463,454

固定資産等の変動（内部変動）

△ 685,463,454
△ 899,301,050

899,301,050

有形固定資産等の増加

1,035,890,160

△ 1,035,890,160

有形固定資産等の減少

△ 2,293,158,126

2,293,158,126

貸付金・基金等の増加

3,011,830,412

△ 3,011,830,412

貸付金・基金等の減少

△ 2,653,863,496

2,653,863,496

資産評価差額

-

-

無償所管換等

890,424,587

890,424,587

その他
本年度純資産変動額
本年度未純資産残高

-

-

-

204,961,133

△ 8,876,463

213,837,596

43,952,649,302

51,587,181,098

△ 7,634,531,796

※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。

＊出力条件
＊会計年度 ： H29
＊出力帳票選択 ： 財務書類
＊団体区分 ： 会計別
＊団体／会計コード ： 001／001 一般会計等 ／ 一般会計
＊出力範囲 ： 年次
＊出力金額単位 ： 円

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
（単位：円）
科目

金額

【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
本年度資金収支額
前年度未資金残高
本年度未資金残高
前年度未歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度未歳計外現金残高
本年度未現金預金残高
※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。

5,447,054,790
3,638,965,753
856,472,808
2,737,117,171
40,696,275
4,679,499
1,808,089,037
1,092,623,182
273,581,040
433,959,452
7,925,363
6,496,578,378
5,715,307,214
479,704,140
102,288,443
199,278,581
270,976,720
270,976,720
778,546,868
3,440,360,352
1,571,722,750
1,300,393,716
3,000,000
565,243,886
1,787,512,055
255,956,400
1,390,268,971
115,243,886
26,042,798
△ 1,652,848,297
612,742,764
612,742,764
1,401,024,052
1,401,016,000
8,052
788,281,288
△ 86,020,141
363,142,111
277,121,970
29,686,763
955,412
30,642,175
307,764,145

＊出力条件
＊会計年度 ： H29
＊出力帳票選択 ： 財務書類
＊団体区分 ： 会計別
＊団体／会計コード ： 001／001 一般会計等 ／ 一般会計
＊出力範囲 ： 年次
＊出力金額単位 ： 円

行政コスト及び純資産変動計算書
自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
（単位：円）
科目
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
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額
固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少
資産評価差額
無償所管換等
その他
本年度純資産変動額
前年度未純資産残高
本年度未純資産残高

金額
7,194,658,381
5,386,569,344
789,082,563
814,603,396
5,557,755
△ 72,948,000
41,869,412
4,551,317,091
2,536,993,057
193,642,214
1,815,130,052
5,551,768
46,169,690
40,696,275
5,473,415
1,808,089,037
1,092,623,182
273,581,040
433,959,452
7,925,363
302,691,002
103,254,883
199,436,119
△ 6,891,967,379
270,976,720
270,976,720
22,830,566
22,830,566
△ 7,140,113,533
6,454,650,079
5,718,989,539
735,660,540
△ 685,463,454

890,424,587
204,961,133
43,747,688,169
43,952,649,302

※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。

金額
固定資産等形成分

△ 899,301,050
1,035,890,160
△ 2,293,158,126
3,011,830,412
△ 2,653,863,496
890,424,587
△ 8,876,463
51,596,057,561
51,587,181,098

除剰分（不足分）
△ 7,140,113,533
6,454,650,079
5,718,989,539
735,660,540
△ 685,463,454
899,301,050
△ 1,035,890,160
2,293,158,126
△ 3,011,830,412
2,653,863,496

213,837,596
△ 7,848,369,392
△ 7,634,531,796

