
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 － 【負債の部】 －

　固定資産 50,638,900,607 　固定負債 17,061,334,873

　　有形固定資産 48,479,421,926 　　地方債 12,150,189,419

　　　事業用資産 26,004,572,085 　　長期未払金 9,760,436

　　　　　土地 12,546,611,612 　　退職手当引当金 1,377,378,000

　　　　　立木竹 61,899,477 　　損失補償等引当金 －

　　　　　建物 24,742,823,971 　　その他 3,524,007,018

　　　　　建物減価償却累計額 △12,501,788,212 　流動負債 944,975,993

　　　　　工作物 2,108,340,350 　　１年内償還予定地方債 710,964,723

　　　　　工作物減価償却累計額 △1,027,704,739 　　未払金 135,457,459

　　　　　船舶 － 　　未払費用 －

　　　　　船舶減価償却累計額 － 　　前受金 5,041,380

　　　　　浮標等 － 　　前受収益 －

　　　　浮標等減価償却累計額 － 　　賞与等引当金 92,298,031

　　　　　航空機 － 　　預り金 1,214,400

　　　　　航空機減価償却累計額 － 　　その他 －

　　　　　その他 － 負債合計 18,006,310,866

　　　　　その他減価償却累計額 － 【純資産の部】 －

　　　　　建設仮勘定 74,389,626 　固定資産等形成分 48,920,017,588

　　　インフラ資産 21,509,330,240 　余剰分（不足分） △13,114,397,999

　　　　　土地 3,750,319,912 　他団体出資等分 －

　　　　　建物 1,195,750,512

　　　　　建物減価償却累計額 △543,910,444

　　　　　工作物 23,789,577,973

　　　　　工作物減価償却累計額 △8,298,111,372

　　　　　その他 2,392,994,099

　　　　　その他減価償却累計額 △798,551,199

　　　　　建設仮勘定 21,260,759

　　　物品 1,712,315,832

　　　物品減価償却累計額 △746,796,231

　　無形固定資産 119,682,548

　　　ソフトウェア 119,321,748

　　　その他 360,800

　　投資その他の資産 2,039,796,133

　　　投資及び出資金 125,310,692

　　　　　有価証券 340,692

　　　　　出資金 105,000,000

　　　　　その他 19,970,000

　　　投資損失引当金 △4,900,000

　　　長期延滞債権 31,225,777

　　　長期貸付金 －

　　　基金 1,891,673,865

全体

全体貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）



（単位：円）

科目 金額 科目 金額

　　　　　減債基金 －

　　　　　その他 1,891,673,865

　　　その他 16,670

　　　徴収不能引当金 △3,530,871

　流動資産 3,173,029,848

　　現金預金 1,846,632,772

　　未収金 258,558,211

　　短期貸付金 －

　　基金 1,025,177,262

　　　財政調整基金 1,025,177,262

　　　減債基金 －

　　棚卸資産 153,320

　　その他 45,900,000

　　徴収不能引当金 △3,391,717

　繰延資産 － 純資産合計 35,805,619,589

資産合計 53,811,930,455 負債・純資産合計 53,811,930,455

（平成30年03月31日 現在）

全体

全体貸借対照表



（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 － 【負債の部】 －

　固定資産 49,452,171,433 　固定負債 15,754,822,920

　　有形固定資産 46,977,895,961 　　地方債 10,942,534,968

　　　事業用資産 25,267,884,582 　　長期未払金 38,956,724

　　　　　土地 12,534,773,281 　　退職手当引当金 1,443,696,000

　　　　　立木竹 74,601,600 　　損失補償等引当金 －

　　　　　建物 23,637,490,467 　　その他 3,329,635,228

　　　　　建物減価償却累計額 △12,050,523,140 　流動負債 1,138,439,730

　　　　　工作物 2,029,932,750 　　１年内償還予定地方債 706,790,760

　　　　　工作物減価償却累計額 △965,194,376 　　未払金 336,295,376

　　　　　船舶 － 　　未払費用 －

　　　　　船舶減価償却累計額 － 　　前受金 3,878,540

　　　　　浮標等 － 　　前受収益 －

　　　　浮標等減価償却累計額 － 　　賞与等引当金 90,476,654

　　　　　航空機 － 　　預り金 998,400

　　　　　航空機減価償却累計額 － 　　その他 －

　　　　　その他 － 負債合計 16,893,262,650

　　　　　その他減価償却累計額 － 【純資産の部】 －

　　　　　建設仮勘定 6,804,000 　固定資産等形成分 47,542,799,205

　　　インフラ資産 20,945,110,741 　余剰分（不足分） △11,496,758,981

　　　　　土地 3,689,183,050 　他団体出資等分 －

　　　　　建物 1,195,199,712

　　　　　建物減価償却累計額 △508,056,288

　　　　　工作物 22,995,280,401

　　　　　工作物減価償却累計額 △7,837,183,562

　　　　　その他 2,042,144,171

　　　　　その他減価償却累計額 △703,111,375

　　　　　建設仮勘定 71,654,632

　　　物品 1,422,140,758

　　　物品減価償却累計額 △657,240,120

　　無形固定資産 166,368,596

　　　ソフトウェア 166,007,796

　　　その他 360,800

　　投資その他の資産 2,307,906,876

　　　投資及び出資金 125,333,120

　　　　　有価証券 363,120

　　　　　出資金 105,000,000

　　　　　その他 19,970,000

　　　投資損失引当金 △4,900,000

　　　長期延滞債権 37,203,137

　　　長期貸付金 －

　　　基金 2,159,634,794

全体

全体貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）



（単位：円）

科目 金額 科目 金額

　　　　　減債基金 －

　　　　　その他 2,159,634,794

　　　その他 16,670

　　　徴収不能引当金 △9,380,845

　流動資産 3,487,131,441

　　現金預金 1,740,918,351

　　未収金 465,426,815

　　短期貸付金 －

　　基金 1,274,755,245

　　　財政調整基金 1,274,755,245

　　　減債基金 －

　　棚卸資産 148,360

　　その他 6,650,200

　　徴収不能引当金 △767,530

　繰延資産 － 純資産合計 36,046,040,224

資産合計 52,939,302,874 負債・純資産合計 52,939,302,874

（平成29年03月31日 現在）

全体

全体貸借対照表



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用 12,581,769,472

　業務費用 5,300,428,748

　　人件費 1,605,015,004

　　　職員給与費 1,313,205,950

　　　賞与等引当金繰入額 89,419,972

　　　退職手当引当金繰入額 △66,318,000

　　　その他 268,707,082

　　物件費等 3,528,899,643

　　　物件費 1,862,312,602

　　　維持補修費 321,388,558

　　　減価償却費 1,343,982,332

　　　その他 1,216,151

　　その他の業務費用 166,514,101

　　　支払利息 91,826,158

　　　徴収不能引当金繰入額 679,952

　　　その他 74,007,991

　移転費用 7,281,340,724

　　補助金等 5,984,217,428

　　社会保障給付 1,031,324,565

　　他会計への繰出金 244,733,900

　　その他 21,064,831

経常収益 883,873,748

　使用料及び手数料 627,642,735

　その他 256,231,013

純経常行政コスト 11,697,895,724

臨時損失 57,351,403

　災害復旧事業費 7,760,520

　資産除売却損 49,590,883

　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 11,755,247,127

全体行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



（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 36,046,040,224 47,542,799,205 △11,496,758,981 －

　純行政コスト（△） △11,755,247,127 － △11,755,247,127 －

　財源 11,458,428,677 － 11,458,428,677 －

　　税収等 8,614,294,088 － 8,614,294,088 －

　　国県等補助金 2,844,134,589 － 2,844,134,589 －

　本年度差額 △296,818,450 － △296,818,450 －

　固定資産等の変動（内部変動） － 907,728,579 △907,728,579 －

　　有形固定資産等の増加 － 2,929,805,954 △2,929,805,954 －

　　有形固定資産等の減少 － △1,541,165,863 1,541,165,863 －

　　貸付金・基金等の増加 － 240,194,132 △240,194,132 －

　　貸付金・基金等の減少 － △721,105,644 721,105,644 －

　資産評価差額 459,910,862 459,910,862 － －

　無償所管換等 370,343,026 370,343,026 － －

　他団体出資等分の増加 － － － －

　他団体出資等分の減少 － － － －

　その他 △773,856,073 △360,764,084 △413,091,989 －

　本年度純資産変動額 △240,420,635 1,377,218,383 △1,617,639,018 －

本年度末純資産残高 35,805,619,589 48,920,017,588 △13,114,397,999 －

科目 合計

至 平成30年03月31日

全体

全体純資産変動計算書
自 平成29年04月01日



全体

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】 －

　業務支出 11,364,519,302

　　業務費用支出 4,083,178,578

　　　人件費支出 1,664,372,350

　　　物件費等支出 2,266,885,252

　　　支払利息支出 91,826,158

　　　その他の支出 60,094,818

　　移転費用支出 7,281,340,724

　　　補助金等支出 5,984,217,428

　　　社会保障給付支出 1,031,324,565

　　　他会計への繰出支出 244,733,900

　　　その他の支出 21,064,831

　業務収入 11,919,551,223

　　税収等収入 8,382,114,286

　　国県等補助金収入 2,680,989,789

　　使用料及び手数料収入 598,177,814

　　その他の収入 258,269,334

　臨時支出 7,760,520

　　災害復旧事業費支出 7,760,520

　　その他の支出 －

　臨時収入 7,500,000

業務活動収支 554,771,401

【投資活動収支】 －

　投資活動支出 2,870,998,270

　　公共施設等整備費支出 2,655,819,138

　　基金積立金支出 215,179,132

　　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 1,217,612,876

　　国県等補助金収入 316,075,922

　　基金取崩収入 732,718,044

　　貸付金元金回収収入 －

　　資産売却収入 4,694,451

　　その他の収入 164,124,459

投資活動収支 △1,653,385,394

【財務活動収支】 －

　財務活動支出 706,971,586

　　地方債償還支出 706,971,586

　　その他の支出 －

　財務活動収入 1,911,300,000

　　地方債発行収入 1,911,300,000

　　その他の収入 －

全体資金収支計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



全体

（単位：円）

科目 金額

財務活動収支 1,204,328,414

本年度資金収支額 105,714,421

前年度末資金残高 1,740,918,351

本年度末資金残高 1,846,632,772

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 1,846,632,772

全体資金収支計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日
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