*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*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）
（単位：円）
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
建設仮勘定
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
資産合計

金額
36,162,414,132
33,299,375,252
16,174,711,215
5,213,569,448
858,740,000
25,435,018,062
△ 16,346,395,962
3,350,739,193
△ 2,498,009,886
161,050,360
16,704,805,068
790,742,804
1,072,308,633
△ 39,865,514
36,816,513,770
△ 22,188,726,433
253,831,808
1,215,978,882
△ 796,119,913
82,378,964
82,378,964
2,780,659,916
400,753,524
7,094,524
393,659,000
465,846,720
86,516,053
1,835,649,906
260,871,000
1,574,778,906
△ 8,106,287
2,567,965,455
661,202,812
28,013,649
28,910,524
1,850,482,000
1,850,482,000
△ 643,530
38,730,379,587

科目
【負債の部】
固定負債
地方債
長期未払金
退職手当引当金
損失補償等引当金
その他
流動負債
1年内償還予定地方債
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】
固定資産等形成分
余剰分（不足分）

※ 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。

純資産合計
負債及び純資産合計

金額
12,779,677,679
11,355,867,679
1,423,810,000
0
1,318,484,004
1,058,314,000
61,834,050
118,429,239
79,731,890
174,825
14,098,161,683
38,041,806,656
△ 13,409,588,752

24,632,217,904
38,730,379,587

*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*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

金額
10,309,413,009
5,800,908,235
1,897,498,144
1,456,088,799
118,429,239
322,980,106
3,741,338,486
2,233,628,890
149,351,807
1,358,357,789
162,071,605
75,164,761
8,463,140
78,443,704
4,508,504,774
1,728,816,527
2,031,303,276
732,956,857
15,428,114
399,234,128
187,602,661
211,631,467
9,910,178,881
83,816,620
83,422,758
9
393,853
37,527,039
36,813,412
713,627
9,956,468,462

※ 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 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*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
前年度末純資産残高
純行政コスト（△）
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額
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
本年度末純資産残高

合計
23,581,822,169
△ 9,956,468,462
11,003,605,893
7,337,000,068
3,666,605,825
1,047,137,431

134,310
1,750,666
1,373,328
1,050,395,735
24,632,217,904

※ 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。

固定資産
等形成分
36,660,253,064

1,379,995,288
2,134,686,193
△ 1,358,601,455
1,346,079,699
△ 742,169,149
134,310
1,750,666
△ 326,672
1,381,553,592
38,041,806,656

余剰分
（不足分）
△ 13,078,430,895
△ 9,956,468,462
11,003,605,893
7,337,000,068
3,666,605,825
1,047,137,431
△ 1,379,995,288
△ 2,134,686,193
1,358,601,455
△ 1,346,079,699
742,169,149

1,700,000
△ 331,157,857
△ 13,409,588,752

*出力条件
*会計年度 ： H29
*出力帳票選択 ： 財務書類
*団体区分 ： 一般会計等
*団体／会計コード ：
*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
【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
前年度末資金残高
本年度末資金残高
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

金額
9,035,255,228
4,526,750,454
1,993,387,510
2,382,980,697
75,164,761
75,217,486
4,508,504,774
1,728,816,527
2,031,303,276
732,956,857
15,428,114
10,382,374,159
7,345,235,836
2,668,213,276
190,058,758
178,866,289
83,422,758
83,422,758
58,128,800
1,321,824,973
3,376,657,892
2,073,540,466
1,281,436,027
21,681,399
1,668,179,230
944,403,350
628,834,399
57,884,412
37,057,069
△ 1,708,478,662
1,070,383,954
1,069,964,374
419,580
1,692,749,000
1,692,749,000
622,365,046
235,711,357
345,759,565
581,470,922
92,238,783
△ 12,506,893
79,731,890
661,202,812

※ 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。

