
【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 53,331,029,750   固定負債 24,041,901,920

    有形固定資産 47,865,613,206     地方債等 12,317,223,809

      事業用資産 15,957,510,703     長期未払金 -

        土地 6,471,293,849     退職手当引当金 1,911,557,135

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 55,338,000

        立木竹 -     その他 9,757,782,976

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,576,570,125

        建物 19,770,184,981     １年内償還予定地方債等 1,050,617,544

        建物減価償却累計額 -10,656,950,727     未払金 353,518,771

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 633,306,586     前受金 15,758,887

        工作物減価償却累計額 -260,323,986     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 111,765,324

        船舶 -     預り金 44,809,599

        船舶減価償却累計額 -     その他 100,000

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 25,618,472,045

        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 55,550,698,072

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -23,761,719,371

        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 -

      インフラ資産 31,791,049,161

        土地 683,326,307

        土地減損損失累計額 -

        建物 235,598,415

        建物減価償却累計額 -105,150,530

        建物減損損失累計額 -

        工作物 58,311,532,436

        工作物減価償却累計額 -27,428,297,331

        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 94,039,864

      物品 805,822,490

      物品減価償却累計額 -688,769,148

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,740,006,511

      ソフトウェア 1,830,963

      その他 1,738,175,548

    投資その他の資産 3,725,410,033

      投資及び出資金 192,621,500

        有価証券 -

        出資金 192,621,500

        その他 -

      長期延滞債権 292,790,344

      長期貸付金 903,454,138

      基金 2,394,887,844

        減債基金 600,827,519

        その他 1,794,060,325

      その他 -

      徴収不能引当金 -53,343,793

  流動資産 4,076,420,996

    現金預金 1,690,769,654

    未収金 165,856,286

    短期貸付金 13,546,675

    基金 2,206,121,647

      財政調整基金 1,986,121,647

      減債基金 220,000,000

    棚卸資産 8,435,632

    その他 100,000

    徴収不能引当金 -8,408,898

  繰延資産 - 純資産合計 31,788,978,701

資産合計 57,407,450,746 負債及び純資産合計 57,407,450,746

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

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

科目名 金額

  経常費用 12,296,997,444

    業務費用 5,506,965,433

      人件費 1,736,616,301

        職員給与費 1,548,337,578

        賞与等引当金繰入額 109,318,324

        退職手当引当金繰入額 15,742,834

        その他 63,217,565

      物件費等 3,457,358,440

        物件費 1,627,412,849

        維持補修費 103,345,552

        減価償却費 1,726,600,039

        その他 -

      その他の業務費用 312,990,692

        支払利息 201,969,678

        徴収不能引当金繰入額 46,447,566

        その他 64,573,448

    移転費用 6,790,032,011

      補助金等 5,793,751,536

      社会保障給付 910,170,119

      その他 86,110,356

  経常収益 976,995,677

    使用料及び手数料 683,747,045

    その他 293,248,632

純経常行政コスト 11,320,001,767

  臨時損失 3,605,215

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,605,215

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 16,364,145

    資産売却益 936,446

    その他 15,427,699

純行政コスト 11,307,242,837



【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 32,751,015,932 57,130,982,932 -24,379,967,000 -

  純行政コスト（△） -11,307,242,837 -11,307,242,837 -

  財源 10,363,943,260 10,363,943,260 -

    税収等 7,825,250,522 7,825,250,522 -

    国県等補助金 2,538,692,738 2,538,692,738 -

  本年度差額 -943,299,577 -943,299,577 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,553,331,206 1,553,331,206

    有形固定資産等の増加 526,434,745 -526,434,745

    有形固定資産等の減少 -1,728,563,254 1,728,563,254

    貸付金・基金等の増加 595,150,334 -595,150,334

    貸付金・基金等の減少 -946,353,031 946,353,031

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,574,000 6,574,000

  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 -25,311,654 -33,527,654 8,216,000

  本年度純資産変動額 -962,037,231 -1,580,284,860 618,247,629 -

本年度末純資産残高 31,788,978,701 55,550,698,072 -23,761,719,371 -

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



【様式第4号】

（単位：円）

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 10,481,492,656

    業務費用支出 3,691,769,239

      人件費支出 1,720,965,512

      物件費等支出 1,717,272,645

      支払利息支出 184,637,199

      その他の支出 68,893,883

    移転費用支出 6,789,723,417

      補助金等支出 5,794,499,821

      社会保障給付支出 910,170,119

      その他の支出 85,053,477

  業務収入 10,928,767,416

    税収等収入 7,499,900,143

    国県等補助金収入 2,505,011,354

    使用料及び手数料収入 681,012,539

    その他の収入 242,843,380

  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 447,274,760

【投資活動収支】

  投資活動支出 733,980,457

    公共施設等整備費支出 467,669,862

    基金積立金支出 261,941,215

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 4,369,380

    その他の支出 -

  投資活動収入 887,612,023

    国県等補助金収入 238,803,785

    基金取崩収入 611,154,534

    貸付金元金回収収入 26,540,954

    資産売却収入 936,446

    その他の収入 10,176,304

投資活動収支 153,631,566

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,032,310,007

    地方債等償還支出 1,032,310,007

    その他の支出 -

  財務活動収入 706,822,209

    地方債等発行収入 679,700,000

    その他の収入 27,122,209

前年度末歳計外現金残高 25,564,501

本年度歳計外現金増減額 1,246,267

本年度末歳計外現金残高 26,810,768

本年度末現金預金残高 1,690,769,654

財務活動収支 -325,487,798

本年度資金収支額 275,418,528

前年度末資金残高 1,388,540,358

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,663,958,886


