
【様式第1号】

会計：連結会計 （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 174,753,563,613   固定負債 75,476,832,594

    有形固定資産 169,106,431,326     地方債等 55,826,622,137

      事業用資産 77,821,621,972     長期未払金 54,542,084

        土地 12,989,394,930     退職手当引当金 4,066,394,230

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 808,150,000

        立木竹 411,953,600     その他 14,721,124,143

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 7,257,539,676

        建物 112,135,381,774     １年内償還予定地方債等 4,774,201,504

        建物減価償却累計額 -56,688,990,622     未払金 1,691,691,956

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 13,199,996,809     前受金 12,345,163

        工作物減価償却累計額 -10,057,633,509     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 530,166,641

        船舶 -     預り金 180,766,188

        船舶減価償却累計額 -     その他 68,368,224

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 82,734,372,270

        浮標等 1,107,151 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -110,715   固定資産等形成分 177,388,783,119

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -75,605,089,041

        航空機 -   他団体出資等分 -11,072,621

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 10,078,555,486

        その他減価償却累計額 -5,041,868,092

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 793,835,160

      インフラ資産 84,974,764,748

        土地 16,814,065,470

        土地減損損失累計額 -

        建物 3,478,604,181

        建物減価償却累計額 -1,199,047,927

        建物減損損失累計額 -

        工作物 115,233,014,054

        工作物減価償却累計額 -50,816,554,973

        工作物減損損失累計額 -

        その他 168,293,127

        その他減価償却累計額 -95,588,647

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,391,979,463

      物品 20,963,007,800

      物品減価償却累計額 -14,652,963,194

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 150,815,851

      ソフトウェア 146,974,245

      その他 3,841,606

    投資その他の資産 5,496,316,436

      投資及び出資金 418,350,982

        有価証券 31,852,576

        出資金 164,602,406

        その他 221,896,000

      長期延滞債権 183,413,923

      長期貸付金 103,968,000

      基金 4,292,550,316

        減債基金 336,642,634

        その他 3,955,907,682

      その他 527,898,300

      徴収不能引当金 -29,865,085

  流動資産 9,753,430,114

    現金預金 4,531,131,946

    未収金 2,398,550,071

    短期貸付金 15,696,000

    基金 2,619,523,506

      財政調整基金 2,419,523,506

      減債基金 200,000,000

    棚卸資産 189,911,518

    その他 2,740,126

    徴収不能引当金 -4,123,053

  繰延資産 - 純資産合計 101,772,621,457

資産合計 184,506,993,727 負債及び純資産合計 184,506,993,727

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 153,260,730

    その他 -

純行政コスト 32,122,923,298

    損失補償等引当金繰入額 242,591,894

    その他 9,777,917

  臨時利益 153,260,730

  臨時損失 283,658,519

    災害復旧事業費 27,287,712

    資産除売却損 4,000,996

    使用料及び手数料 10,805,450,604

    その他 2,312,256,485

純経常行政コスト 31,992,525,509

      社会保障給付 1,905,551,025

      その他 514,579,187

  経常収益 13,117,707,089

        その他 867,977,382

    移転費用 17,763,168,001

      補助金等 15,343,037,789

      その他の業務費用 1,538,826,728

        支払利息 654,111,885

        徴収不能引当金繰入額 16,737,461

        維持補修費 456,239,851

        減価償却費 7,416,524,625

        その他 49,633,031

        その他 1,948,893,811

      物件費等 17,000,482,291

        物件費 9,078,084,784

        職員給与費 6,512,082,800

        賞与等引当金繰入額 502,832,394

        退職手当引当金繰入額 -156,053,427

  経常費用 45,110,232,598

    業務費用 27,347,064,597

      人件費 8,807,755,578

連結行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

会計：連結会計 （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 100,717,217,707 175,740,471,384 -75,011,352,415 -11,901,262

  純行政コスト（△） -32,122,923,298 -32,123,751,939 828,641

  財源 29,547,804,057 29,547,804,057 -

    税収等 20,747,400,241 20,747,400,241 -

    国県等補助金 8,800,403,816 8,800,403,816 -

  本年度差額 -2,575,119,241 -2,575,947,882 828,641

  固定資産等の変動（内部変動） -1,845,112,307 1,845,112,307

    有形固定資産等の増加 4,899,265,356 -4,899,265,356

    有形固定資産等の減少 -7,551,065,411 7,551,065,411

    貸付金・基金等の増加 1,977,706,205 -1,977,706,205

    貸付金・基金等の減少 -1,171,018,457 1,171,018,457

  資産評価差額 4,310,009 4,310,009

  無償所管換等 3,422,645,261 3,422,645,261

  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 34,168,198 66,468,772 -32,300,574 -

  その他 169,399,523 - 169,399,523

  本年度純資産変動額 1,055,403,750 1,648,311,735 -593,736,626 828,641

本年度末純資産残高 101,772,621,457 177,388,783,119 -75,605,089,041 -11,072,621

連結純資産変動計算書
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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 181,168,337

本年度歳計外現金増減額 -5,199,543

本年度末歳計外現金残高 175,968,794

本年度末現金預金残高 4,531,131,946

財務活動収支 -833,710,657

本年度資金収支額 -1,089,152,341

前年度末資金残高 5,439,285,934

比例連結割合変更に伴う差額 5,029,559

本年度末資金残高 4,355,163,152

    地方債等償還支出 4,945,969,620

    その他の支出 9,800,182

  財務活動収入 4,122,059,145

    地方債等発行収入 4,122,059,145

    その他の収入 -

    資産売却収入 261,822,977

    その他の収入 -90,920,000

投資活動収支 -4,116,853,095

【財務活動収支】

  財務活動支出 4,955,769,802

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,527,107,285

    国県等補助金収入 1,337,001,810

    基金取崩収入 652,318,498

    貸付金元金回収収入 366,884,000

  投資活動支出 6,643,960,380

    公共施設等整備費支出 5,808,276,312

    基金積立金支出 461,897,168

    投資及び出資金支出 99,375

    貸付金支出 373,687,525

    災害復旧事業費支出 27,287,712

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 3,861,411,411

【投資活動収支】

    税収等収入 20,219,988,495

    国県等補助金収入 8,187,421,528

    使用料及び手数料収入 10,710,584,697

    その他の収入 2,283,617,658

  臨時支出 27,287,712

    移転費用支出 17,767,420,923

      補助金等支出 15,346,533,869

      社会保障給付支出 1,905,551,025

      その他の支出 515,336,029

  業務収入 41,401,612,378

    業務費用支出 19,745,492,332

      人件費支出 8,945,914,681

      物件費等支出 9,477,133,498

      支払利息支出 654,111,885

      その他の支出 668,332,268

連結資金収支計算書
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 37,512,913,255


