
【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 19,256,013,122   固定負債 5,832,278,187

    有形固定資産 16,363,364,426     地方債等 5,458,532,187

      事業用資産 11,493,048,558     長期未払金 -

        土地 4,459,427,580     退職手当引当金 373,746,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 912,544,211

        建物 14,530,381,773     １年内償還予定地方債等 861,399,438

        建物減価償却累計額 -8,121,030,205     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,346,695,820     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -725,097,212     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 50,345,015

        船舶 -     預り金 799,758

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,744,822,398

        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 22,208,283,794

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,959,693,372

        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 3,770,502

        その他減価償却累計額 -1,099,700

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 -

      インフラ資産 4,783,333,892

        土地 136,837,803

        土地減損損失累計額 -

        建物 594,539,586

        建物減価償却累計額 -226,830,669

        建物減損損失累計額 -

        工作物 19,543,656,029

        工作物減価償却累計額 -15,307,829,162

        工作物減損損失累計額 -

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -2,594,095

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 14,655,600

      物品 682,579,531

      物品減価償却累計額 -595,597,555

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 2,892,648,696

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      長期延滞債権 35,241,458

      長期貸付金 5,690,000

      基金 2,736,896,572

        減債基金 -

        その他 2,736,896,572

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,754,334

  流動資産 3,737,399,698

    現金預金 774,303,021

    未収金 10,826,005

    短期貸付金 -

    基金 2,952,270,672

      財政調整基金 2,361,857,672

      減債基金 590,413,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 16,248,590,422

資産合計 22,993,412,820 負債及び純資産合計 22,993,412,820

貸借対照表（全体会計）
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 10,535,199

    その他 -

純行政コスト 6,633,505,322

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 10,535,199

  臨時損失 1,242,005

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,242,005

    使用料及び手数料 163,113,783

    その他 258,643,200

純経常行政コスト 6,642,798,516

      社会保障給付 394,379,566

      その他 8,804,174

  経常収益 421,756,983

        その他 43,458,252

    移転費用 4,042,246,187

      補助金等 2,909,531,747

      その他の業務費用 100,957,248

        支払利息 57,826,278

        徴収不能引当金繰入額 -327,282

        維持補修費 95,243,556

        減価償却費 622,126,969

        その他 4,400,160

        その他 38,493,887

      物件費等 1,961,769,552

        物件費 1,239,998,867

        職員給与費 823,546,610

        賞与等引当金繰入額 50,345,015

        退職手当引当金繰入額 47,197,000

  経常費用 7,064,555,499

    業務費用 3,022,309,312

      人件費 959,582,512

行政コスト計算書（全体会計）
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 15,466,806,625 21,309,959,548 -5,843,152,923 -

  純行政コスト（△） -6,633,505,322 -6,633,505,322 -

  財源 7,382,703,010 7,382,703,010 -

    税収等 6,150,283,564 6,150,283,564 -

    国県等補助金 1,232,419,446 1,232,419,446 -

  本年度差額 749,197,688 749,197,688 -

  固定資産等の変動（内部変動） 865,738,137 -865,738,137

    有形固定資産等の増加 1,859,717,849 -1,859,717,849

    有形固定資産等の減少 -1,454,364,255 1,454,364,255

    貸付金・基金等の増加 481,907,743 -481,907,743

    貸付金・基金等の減少 -21,523,200 21,523,200

  資産評価差額 32,427,115 32,427,115

  無償所管換等 158,994 158,994

  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 - - -

  本年度純資産変動額 781,783,797 898,324,246 -116,540,449 -

本年度末純資産残高 16,248,590,422 22,208,283,794 -5,959,693,372 -

純資産変動計算書（全体会計）
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 10,852,534

本年度歳計外現金増減額 -3,966,547

本年度末歳計外現金残高 6,885,987

本年度末現金預金残高 774,303,021

財務活動収支 33,669,513

本年度資金収支額 -37,451,040

前年度末資金残高 804,868,074

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 767,417,034

    地方債等償還支出 866,930,487

    その他の支出 -

  財務活動収入 900,600,000

    地方債等発行収入 900,600,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 22,884,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -1,479,599,761

【財務活動収支】

  財務活動支出 866,930,487

    その他の支出 -

  投資活動収入 29,854,000

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 6,000,000

    貸付金元金回収収入 970,000

  投資活動支出 1,509,453,761

    公共施設等整備費支出 1,041,071,369

    基金積立金支出 467,782,392

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 600,000

    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 1,408,479,208

【投資活動収支】

    税収等収入 5,423,056,285

    国県等補助金収入 1,232,419,446

    使用料及び手数料収入 163,113,783

    その他の収入 258,643,200

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,223,158,906

      補助金等支出 2,819,125,166

      社会保障給付支出 394,379,566

      その他の支出 8,804,174

  業務収入 7,077,232,714

    業務費用支出 2,445,594,600

      人件費支出 1,004,667,487

      物件費等支出 1,348,703,768

      支払利息支出 57,826,278

      その他の支出 34,397,067

資金収支計算書（全体会計）
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 5,668,753,506


