
【様式第1号】

（単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 47,910,962,990   固定負債 9,215,858,684

    有形固定資産 44,833,246,640     地方債等 8,544,040,305

      事業用資産 14,059,203,987     長期未払金 -

        土地 10,475,646,042     退職手当引当金 -

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 671,818,379

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,262,348,717

        建物 12,839,180,745     １年内償還予定地方債等 884,312,522

        建物減価償却累計額 -9,259,060,800     未払金 129,977,653

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 -     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 126,598,926

        船舶 -     預り金 86,395,944

        船舶減価償却累計額 -     その他 35,063,672

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 10,478,207,401

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 50,115,152,111

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -8,497,333,783

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 3,438,000

      インフラ資産 30,301,210,073

        土地 10,505,077,393

        土地減損損失累計額 -

        建物 304,200,683

        建物減価償却累計額 -263,723,460

        建物減損損失累計額 -

        工作物 44,268,058,765

        工作物減価償却累計額 -24,537,437,308

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 25,034,000

      物品 2,044,985,179

      物品減価償却累計額 -1,572,152,599

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 902,733

      ソフトウェア 671,933

      その他 230,800

    投資その他の資産 3,076,813,617

      投資及び出資金 27,680,171

        有価証券 370,071

        出資金 27,310,100

        その他 -

      長期延滞債権 42,365,912

      長期貸付金 -

      基金 3,010,669,111

        減債基金 -

        その他 3,010,669,111

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,901,577

  流動資産 4,185,062,739

    現金預金 1,938,628,857

    未収金 38,972,230

    短期貸付金 -

    基金 2,204,189,121

      財政調整基金 2,056,468,961

      減債基金 147,720,160

    棚卸資産 6,456,525

    その他 139,860

    徴収不能引当金 -3,323,854

  繰延資産 - 純資産合計 41,617,818,328

資産合計 52,096,025,729 負債及び純資産合計 52,096,025,729

全体会計貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 -

    その他 998,829

純行政コスト 11,864,127,509

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 77,081

  臨時利益 998,829

  臨時損失 3,866,577

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,789,496

    使用料及び手数料 814,521,393

    その他 282,477,701

純経常行政コスト 11,861,259,761

      社会保障給付 1,167,796,645

      その他 279,800

  経常収益 1,096,999,094

        その他 69,423,770

    移転費用 7,116,737,741

      補助金等 5,948,661,296

      その他の業務費用 220,791,389

        支払利息 146,993,072

        徴収不能引当金繰入額 4,374,547

        維持補修費 324,073,585

        減価償却費 1,238,543,890

        その他 1,974,370

        その他 111,254,996

      物件費等 3,862,354,343

        物件費 2,297,762,498

        職員給与費 1,520,521,460

        賞与等引当金繰入額 126,598,926

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 12,958,258,855

    業務費用 5,841,521,114

      人件費 1,758,375,382

全体会計行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

（単位：円）

科目名 合計 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 42,227,959,906 51,012,713,846 -8,784,753,940 -

  純行政コスト（△） -11,864,127,509 -11,864,127,509 -

  財源 11,223,326,500 11,223,326,500 -

    税収等 8,710,867,702 8,710,867,702 -

    国県等補助金 2,512,458,798 2,512,458,798 -

  本年度差額 -640,801,009 -640,801,009 -

  固定資産等の変動（内部変動） -928,221,166 928,221,166

    有形固定資産等の増加 352,526,568 -352,526,568

    有形固定資産等の減少 -1,239,349,346 1,239,349,346

    貸付金・基金等の増加 395,128,169 -395,128,169

    貸付金・基金等の減少 -436,526,557 436,526,557

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 20,259,431 20,259,431

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 10,400,000 10,400,000 -

  本年度純資産変動額 -610,141,578 -897,561,735 287,420,157 -

本年度末純資産残高 41,617,818,328 50,115,152,111 -8,497,333,783 -

全体会計純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 85,022,136

本年度歳計外現金増減額 1,373,808

本年度末歳計外現金残高 86,395,944

本年度末現金預金残高 1,938,628,857

財務活動収支 -55,610,312

本年度資金収支額 234,310,646

前年度末資金残高 1,617,922,267

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,852,232,913

    地方債等償還支出 845,354,128

    その他の支出 34,856,184

  財務活動収入 824,600,000

    地方債等発行収入 814,200,000

    その他の収入 10,400,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 871,440

投資活動収支 -341,808,774

【財務活動収支】

  財務活動支出 880,210,312

    その他の支出 -

  投資活動収入 416,245,963

    国県等補助金収入 116,483,523

    基金取崩収入 298,891,000

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 758,054,737

    公共施設等整備費支出 362,926,568

    基金積立金支出 395,128,169

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    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 631,729,732

【投資活動収支】

    税収等収入 8,690,366,718

    国県等補助金収入 2,395,975,275

    使用料及び手数料収入 814,866,348

    その他の収入 282,278,725

  臨時支出 -

    移転費用支出 7,116,737,741

      補助金等支出 5,948,661,296

      社会保障給付支出 1,167,796,645

      その他の支出 279,800

  業務収入 12,183,487,066

    業務費用支出 4,435,019,593

      人件費支出 1,635,020,887

      物件費等支出 2,595,199,845

      支払利息支出 146,993,072

      その他の支出 57,805,789

全体会計資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 11,551,757,334


