
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 168,034,358,327   固定負債 31,331,764,707

    有形固定資産 161,424,229,501     地方債等 26,581,042,319

      事業用資産 47,165,146,479     長期未払金 -

        土地 26,232,454,044     退職手当引当金 1,913,222,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,837,500,388

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,650,841,346

        建物 37,898,219,235     １年内償還予定地方債等 600,844,849

        建物減価償却累計額 -20,278,279,600     未払金 411,885,102

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 75,254,121     前受金 11,391,650

        工作物減価償却累計額 -1,856,681     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 226,539,139

        船舶 -     預り金 399,680,606

        船舶減価償却累計額 -     その他 500,000

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 32,982,606,053

        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 175,995,733,364

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -27,832,734,821

        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 3,239,355,360

      インフラ資産 112,091,482,968

        土地 667,369,562

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,246,138,360

        建物減価償却累計額 -417,420,993

        建物減損損失累計額 -

        工作物 217,727,989,280

        工作物減価償却累計額 -107,300,113,241

        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 167,520,000

      物品 5,712,808,627

      物品減価償却累計額 -3,545,208,573

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 155,791,133

      ソフトウェア 153,652,033

      その他 2,139,100

    投資その他の資産 6,454,337,693

      投資及び出資金 91,538,766

        有価証券 -

        出資金 91,538,766

        その他 -

      長期延滞債権 413,484,813

      長期貸付金 421,491

      基金 5,977,168,253

        減債基金 -

        その他 5,977,168,253

      その他 6,734,953

      徴収不能引当金 -35,010,583

  流動資産 13,111,246,269

    現金預金 4,916,920,506

    未収金 253,332,570

    短期貸付金 471,099

    基金 7,960,903,938

      財政調整基金 5,012,235,639

      減債基金 2,948,668,299

    棚卸資産 1,057,992

    その他 5,002,809

    徴収不能引当金 -26,442,645

  繰延資産 - 純資産合計 148,162,998,543

資産合計 181,145,604,596 負債及び純資産合計 181,145,604,596

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （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 29,084,755,334

    業務費用 14,125,064,692

      人件費 3,053,970,778

        職員給与費 2,586,894,650

        賞与等引当金繰入額 223,896,139

        退職手当引当金繰入額 41,693,000

        その他 201,486,989

      物件費等 10,428,650,802

        物件費 4,654,964,326

        維持補修費 536,736,260

        減価償却費 5,226,224,508

        その他 10,725,708

      その他の業務費用 642,443,112

        支払利息 209,172,843

        徴収不能引当金繰入額 60,620,347

        その他 372,649,922

    移転費用 14,959,690,642

      補助金等 10,778,495,295

      社会保障給付 2,963,194,785

      その他 1,218,000,562

  経常収益 1,179,019,674

    使用料及び手数料 918,624,996

    その他 260,394,678

純経常行政コスト 27,905,735,660

  臨時損失 72,288,572

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 71,527,758

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 760,814

  臨時利益 10,406,603

    資産売却益 10,322,835

    その他 83,768

純行政コスト 27,967,617,629



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 151,700,859,723 178,482,576,913 -26,781,717,190 -

  純行政コスト（△） -27,967,617,629 -27,967,617,629 -

  財源 24,453,719,714 24,453,719,714 -

    税収等 19,098,562,392 19,098,562,392 -

    国県等補助金 5,355,157,322 5,355,157,322 -

  本年度差額 -3,513,897,915 -3,513,897,915 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,462,880,284 2,462,880,284

    有形固定資産等の増加 4,974,945,024 -4,974,945,024

    有形固定資産等の減少 -5,582,217,924 5,582,217,924

    貸付金・基金等の増加 261,675,457 -261,675,457

    貸付金・基金等の減少 -2,117,282,841 2,117,282,841

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -23,963,265 -23,963,265

  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 -3,537,861,180 -2,486,843,549 -1,051,017,631 -

本年度末純資産残高 148,162,998,543 175,995,733,364 -27,832,734,821 -

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】

会計：全体会計 （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 23,766,348,916

    業務費用支出 8,806,658,274

      人件費支出 3,011,420,445

      物件費等支出 5,222,245,046

      支払利息支出 209,172,843

      その他の支出 363,819,940

    移転費用支出 14,959,690,642

      補助金等支出 10,778,495,295

      社会保障給付支出 2,963,194,785

      その他の支出 1,218,000,562

  業務収入 25,071,921,826

    税収等収入 18,927,746,156

    国県等補助金収入 4,951,569,322

    使用料及び手数料収入 928,694,891

    その他の収入 263,911,457

  臨時支出 760,814

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 760,814

  臨時収入 83,768

業務活動収支 1,304,895,864

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,973,282,460

    公共施設等整備費支出 4,647,537,177

    基金積立金支出 322,745,283

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,703,082,398

    国県等補助金収入 403,588,000

    基金取崩収入 2,183,682,039

    貸付金元金回収収入 5,225,222

    資産売却収入 66,857,289

    その他の収入 43,729,848

投資活動収支 -2,270,200,062

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,298,600,556

    地方債等償還支出 2,298,600,556

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,098,074,000

    地方債等発行収入 4,098,074,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 391,468,834

本年度歳計外現金増減額 8,194,722

本年度末歳計外現金残高 399,663,556

本年度末現金預金残高 4,916,920,506

財務活動収支 1,799,473,444

本年度資金収支額 834,169,246

前年度末資金残高 3,683,087,704

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,517,256,950
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