
【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 128,354,279,477   固定負債 25,613,527,052

    有形固定資産 124,012,023,707     地方債等 21,380,131,673

      事業用資産 18,915,064,799     長期未払金 -

        土地 2,987,219,303     退職手当引当金 2,753,668,436

        立木竹 3,981,762,379     損失補償等引当金 -

        建物 34,251,721,735     その他 1,479,726,943

        建物減価償却累計額 -22,802,718,672   流動負債 3,112,191,804

        工作物 2,113,919,083     １年内償還予定地方債等 2,696,409,782

        工作物減価償却累計額 -1,663,455,046     未払金 122,050,316

        船舶 533,295     未払費用 2,509,781

        船舶減価償却累計額 -533,295     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 194,872,070

        航空機 -     預り金 94,262,806

        航空機減価償却累計額 -     その他 2,087,049

        その他 67,225,233 負債合計 28,725,718,856

        その他減価償却累計額 -47,201,003 【純資産の部】

        建設仮勘定 26,591,787   固定資産等形成分 130,227,057,144

      インフラ資産 103,885,570,241   余剰分（不足分） -26,183,322,632

        土地 334,808,903   他団体出資等分 4,054,586

        建物 1,958,263,933

        建物減価償却累計額 -1,016,923,833

        工作物 213,393,310,174

        工作物減価償却累計額 -110,920,712,764

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 136,823,828

      物品 5,360,514,544

      物品減価償却累計額 -4,149,125,877

    無形固定資産 19,562,948

      ソフトウェア 16,004,117

      その他 3,558,831

    投資その他の資産 4,322,692,822

      投資及び出資金 119,764,160

        有価証券 7,454,760

        出資金 112,309,400

        その他 -

      長期延滞債権 61,818,456

      長期貸付金 -

      基金 4,125,550,574

        減債基金 629,727,883

        その他 3,495,822,691

      その他 17,702,512

      徴収不能引当金 -2,142,880

  流動資産 4,418,678,477

    現金預金 2,187,372,987

    未収金 324,254,434

    短期貸付金 -

    基金 1,872,777,667

      財政調整基金 537,897,667

      減債基金 1,334,880,000

    棚卸資産 24,650,711

    その他 11,352,964

    徴収不能引当金 -1,730,286

  繰延資産 550,000 純資産合計 104,047,789,098

資産合計 132,773,507,954 負債及び純資産合計 132,773,507,954

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 4,709,089

    その他 -

純行政コスト 17,983,518,744

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,246,226

  臨時利益 4,709,089

  臨時損失 102,865,605

    災害復旧事業費 89,050,430

    資産除売却損 8,568,949

    使用料及び手数料 2,022,597,883

    その他 650,398,804

純経常行政コスト 17,885,362,228

      社会保障給付 3,019,015,051

      その他 25,290,033

  経常収益 2,672,996,687

        その他 221,145,144

    移転費用 8,313,357,420

      補助金等 5,269,052,336

      その他の業務費用 515,732,442

        支払利息 293,333,063

        徴収不能引当金繰入額 1,254,235

        維持補修費 299,310,354

        減価償却費 5,170,856,550

        その他 -

        その他 94,970,270

      物件費等 8,489,116,577

        物件費 3,018,949,673

        職員給与費 2,940,745,727

        賞与等引当金繰入額 199,907,187

        退職手当引当金繰入額 4,529,292

  経常費用 20,558,358,915

    業務費用 12,245,001,495

      人件費 3,240,152,476

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 106,738,691,188 134,707,754,618 -27,969,063,430 -

  純行政コスト（△） -17,983,518,744 -17,983,309,220 -209,524

  財源 15,295,468,401 15,294,514,291 954,110

    税収等 10,857,255,742 10,857,255,742 -

    国県等補助金 4,438,212,659 4,437,258,549 954,110

  本年度差額 -2,688,050,343 -2,688,794,929 744,586

  固定資産等の変動（内部変動） -4,484,067,901 4,484,067,901

    有形固定資産等の増加 765,596,853 -765,596,853

    有形固定資産等の減少 -5,176,900,014 5,176,900,014

    貸付金・基金等の増加 534,208,214 -534,208,214

    貸付金・基金等の減少 -606,972,954 606,972,954

  資産評価差額 -1,274,712 -1,274,712

  無償所管換等 27,820,842 27,820,842

  他団体出資等分の増加 -3,310,000 3,310,000

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -32,665,281 -34,114,353 1,449,072 -

  その他 3,267,404 10,938,650 -7,671,246

  本年度純資産変動額 -2,690,902,090 -4,480,697,474 1,785,740,798 4,054,586

本年度末純資産残高 104,047,789,098 130,227,057,144 -26,183,322,632 4,054,586

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 89,638,864

本年度歳計外現金増減額 2,904,647

本年度末歳計外現金残高 92,543,511

本年度末現金預金残高 2,187,372,987

財務活動収支 -1,373,213,197

本年度資金収支額 302,102,231

前年度末資金残高 1,813,002,610

比例連結割合変更に伴う差額 -20,275,365

本年度末資金残高 2,094,829,476

    地方債等償還支出 2,682,600,597

    その他の支出 2,960,670

  財務活動収入 1,312,348,070

    地方債等発行収入 1,296,186,930

    その他の収入 16,161,140

    資産売却収入 4,709,089

    その他の収入 301,144,439

投資活動収支 -387,131,659

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,685,561,267

    その他の支出 131,606

  投資活動収入 894,667,964

    国県等補助金収入 241,100,800

    基金取崩収入 345,344,470

    貸付金元金回収収入 2,369,166

  投資活動支出 1,281,799,623

    公共施設等整備費支出 771,702,716

    基金積立金支出 507,965,301

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 2,000,000

    災害復旧事業費支出 89,050,430

    その他の支出 5,085,186

  臨時収入 259,156,465

業務活動収支 2,062,447,087

【投資活動収支】

    税収等収入 10,780,632,166

    国県等補助金収入 3,914,828,850

    使用料及び手数料収入 1,995,837,820

    その他の収入 561,024,382

  臨時支出 94,135,616

    移転費用支出 8,313,555,920

      補助金等支出 5,269,052,336

      社会保障給付支出 3,019,015,051

      その他の支出 25,488,533

  業務収入 17,252,323,218

    業務費用支出 7,041,341,060

      人件費支出 3,217,861,477

      物件費等支出 3,308,583,099

      支払利息支出 293,333,063

      その他の支出 221,563,421

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 15,354,896,980


