
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
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

繰延資産

【様式第１号】

全体貸借対照表
(平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

6,678,010,357 -
1,191,540,632 603,888,281

382,749,308 -

23,766,982,947 7,911,178,219
21,516,962,023 6,748,575,938

△ 15,552 60,590,000
- -
- -

11,116,460,792 558,714,000
△ 6,014,543,834 943,984,784

1,819,011 700,957,769

- 75,289,000
- 負債合計 8,855,163,003
-

- -
- 88,996,013
- 18,152,002

1,514,209,420
△ 904,087,385
23,376,911,931

- 25,025,816,974
14,342,925,648 △ 8,213,950,038

619,242,747 -

184,590,000
1,523,300,789

△ 1,027,274,771

△ 10,447,941,065
-
-

2,248,074,124
70,348,321
10,335,584

1,946,800
1,946,800

-

1,962,804,179
-

1,962,804,179
-

58,012,737
2,000,000

-
196,580,524
27,408,842

-
1,258,834,027
1,256,477,000

△ 9,067,742
1,900,046,992

479,329,227
154,160,001

- 純資産合計 16,811,866,936

資産合計 25,667,029,939 負債及び純資産合計 25,667,029,939

2,357,027
16,633,000

-
△ 8,909,263



（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
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

繰延資産

【様式第１号】

全体貸借対照表
(平成30年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

6,542,915,931 -
1,183,875,366 560,750,106

387,055,508 -

23,643,652,080 7,694,906,866
21,264,765,138 6,589,491,698

△ 54,979 44,905,161
- -
- -

11,147,069,911 544,665,062
△ 6,234,179,286 904,415,794

49,937,411 679,273,679

- 76,317,000
- 負債合計 8,599,322,660
-

- -
- 93,695,666
- 10,224,288

1,499,555,011
△ 925,710,858
23,783,136,492

9,212,000 24,915,308,107
14,273,921,662 △ 7,952,492,289

618,952,275 -

189,851,160
1,534,697,121

△ 1,086,769,576

△ 10,891,862,418
-
-

2,378,361,942
212,485,567
152,492,700

525,000
525,000

-

1,979,688,064
-

1,979,688,064
-

59,992,867
-
-

192,679,898
-

-
1,271,656,027
1,269,299,000

△ 6,491,587
1,918,486,398

503,324,499
138,588,795

- 純資産合計 16,962,815,818

資産合計 25,562,138,478 負債及び純資産合計 25,562,138,478

2,357,027
13,389,053

-
△ 8,471,976



（単位：円）

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

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

【様式第２号】

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 金額

-

8,822,503,177

4,210,148,329

1,635,849,986

1,432,289,985

67,137,666

235,000

136,187,335

2,291,597,684

1,309,848,126

278,528,326

703,221,232

7,650,143,862

282,700,659

85,548,091

3,628,650

193,523,918

4,612,354,848

4,083,699,184

527,915,164

740,500

1,172,359,315

817,547,589

354,811,726

-

19,803,043

7,663,072,546

32,731,727

20,013,464

11,916,379

-

801,884

19,803,043

-



（単位：円）

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 25,025,816,974 △ 8,213,950,038 -

純行政コスト（△） △ 7,663,072,546

財源 7,591,290,789 -

税収等 5,350,352,101

国県等補助金 2,240,938,688

本年度差額 △ 71,781,757 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 305,919,469 305,919,469

有形固定資産等の増加 511,006,782 △ 511,006,782

有形固定資産等の減少 △ 723,687,768 723,687,768

貸付金・基金等の増加 450,271,655 △ 450,271,655

貸付金・基金等の減少 △ 543,510,138 543,510,138

資産評価差額 142,157,166

無償所管換等 15,998,496

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 37,254,940 27,320,037

本年度純資産変動額 △ 110,508,867 261,457,749 -

本年度末純資産残高 24,915,308,107 △ 7,952,492,289 -

【様式第３号】

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

科目 合計

142,157,166

16,811,866,936

△ 7,663,072,546

7,591,290,789

5,350,352,101

2,240,938,688

△ 71,781,757

15,998,496

-

-

64,574,977

150,948,882

16,962,815,818



（単位：円）

【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
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
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

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

85,548,091

【様式第４号】

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 金額

8,040,924,318
3,428,569,470
1,633,309,333
1,538,459,356

20,013,464

171,252,690
4,612,354,848
4,083,699,184

527,915,164
740,500

8,115,254,231
5,316,029,224
1,655,518,806

812,932,401
330,773,800
20,013,464

397,269,000

-
187,237,745
241,554,194

923,116,092
513,655,972
405,060,431

4,399,689
-
-

894,223,523

-

375,354,546
90,019,250

-
31,580,727

△ 28,892,569

701,168,639
701,168,639

-
520,430,000
520,430,000

本年度資金収支額 31,922,986
前年度末資金残高 461,177,225
本年度末資金残高 493,100,211

18,152,002
△ 7,927,714

10,224,288
503,324,499

△ 180,738,639


