
【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 126,155,801,560   固定負債 24,157,266,487

    有形固定資産 122,167,312,419     地方債等 20,461,065,507

      事業用資産 17,397,524,066     長期未払金 -

        土地 2,932,594,491     退職手当引当金 2,558,561,814

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

        建物 29,020,682,411     その他 1,137,639,166

        建物減価償却累計額 -18,947,397,133   流動負債 2,829,779,715

        工作物 1,865,322,446     １年内償還予定地方債等 2,589,175,569

        工作物減価償却累計額 -1,481,995,273     未払金 25,319,042

        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 122,042,113

        航空機 -     預り金 92,678,627

        航空機減価償却累計額 -     その他 564,364

        その他 - 負債合計 26,987,046,202

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 26,554,745   固定資産等形成分 127,981,714,024

      インフラ資産 103,885,570,241   余剰分（不足分） -26,453,009,260

        土地 334,808,903   他団体出資等分 -

        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 4,112,924,811

      物品減価償却累計額 -3,228,706,699

    無形固定資産 7,105,560

      ソフトウェア 7,105,560

      その他 -

    投資その他の資産 3,981,383,581

      投資及び出資金 472,554,871

        有価証券 576,560

        出資金 471,978,311

        その他 -

      長期延滞債権 61,801,631

      長期貸付金 -

      基金 3,449,167,869

        減債基金 629,727,883

        その他 2,819,439,986

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,140,790

  流動資産 2,359,949,406

    現金預金 472,110,442

    未収金 61,967,761

    短期貸付金 -

    基金 1,825,912,464

      財政調整基金 491,032,464

      減債基金 1,334,880,000

    棚卸資産 -

    その他 1,194,400

    徴収不能引当金 -1,235,661

  繰延資産 - 純資産合計 101,528,704,764

資産合計 128,515,750,966 負債及び純資産合計 128,515,750,966

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 4,653,486

    その他 -

純行政コスト 13,932,910,067

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,085,186

  臨時利益 4,653,486

  臨時損失 98,724,763

    災害復旧事業費 89,050,430

    資産除売却損 4,589,147

    使用料及び手数料 783,275,850

    その他 459,053,432

純経常行政コスト 13,838,838,790

      社会保障給付 1,100,540,676

      その他 14,937,527

  経常収益 1,242,329,282

        その他 82,121,990

    移転費用 5,494,492,672

      補助金等 4,379,014,469

      その他の業務費用 357,956,407

        支払利息 274,674,140

        徴収不能引当金繰入額 1,160,277

        維持補修費 230,693,729

        減価償却費 4,964,706,983

        その他 -

        その他 86,812,235

      物件費等 7,365,661,217

        物件費 2,170,260,505

        職員給与費 1,652,113,773

        賞与等引当金繰入額 122,042,113

        退職手当引当金繰入額 2,089,655

  経常費用 15,081,168,072

    業務費用 9,586,675,400

      人件費 1,863,057,776

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：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 104,381,706,345 132,059,462,994 -27,677,756,649 -

  純行政コスト（△） -13,932,910,067 -13,932,910,067 -

  財源 11,052,114,781 11,052,114,781 -

    税収等 8,964,440,445 8,964,440,445 -

    国県等補助金 2,087,674,336 2,087,674,336 -

  本年度差額 -2,880,795,286 -2,880,795,286 -

  固定資産等の変動（内部変動） -4,105,542,674 4,105,542,674

    有形固定資産等の増加 676,734,590 -676,734,590

    有形固定資産等の減少 -4,966,610,643 4,966,610,643

    貸付金・基金等の増加 517,596,192 -517,596,192

    貸付金・基金等の減少 -333,262,813 333,262,813

  資産評価差額 -5,040 -5,040

  無償所管換等 27,798,744 27,798,744

  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 1 - 1

  本年度純資産変動額 -2,853,001,581 -4,077,748,970 1,224,747,389 -

本年度末純資産残高 101,528,704,764 127,981,714,024 -26,453,009,260 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 88,460,935

本年度歳計外現金増減額 2,836,012

本年度末歳計外現金残高 91,296,947

本年度末現金預金残高 472,110,442

財務活動収支 -1,240,777,520

本年度資金収支額 -96,074,205

前年度末資金残高 476,887,700

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 380,813,495

    地方債等償還支出 2,528,250,916

    その他の支出 1,308,744

  財務活動収入 1,288,782,140

    地方債等発行収入 1,275,931,000

    その他の収入 12,851,140

    資産売却収入 4,653,486

    その他の収入 5,259,540

投資活動収支 -640,761,297

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,529,559,660

    その他の支出 -

  投資活動収入 546,176,381

    国県等補助金収入 202,771,734

    基金取崩収入 331,122,455

    貸付金元金回収収入 2,369,166

  投資活動支出 1,186,937,678

    公共施設等整備費支出 676,734,590

    基金積立金支出 464,184,777

    投資及び出資金支出 44,018,311

    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 1,785,464,612

【投資活動収支】

    税収等収入 8,916,826,902

    国県等補助金収入 1,610,678,006

    使用料及び手数料収入 777,596,519

    その他の収入 402,626,744

  臨時支出 94,135,616

    移転費用支出 5,499,350,572

      補助金等支出 4,379,014,469

      社会保障給付支出 1,100,540,676

      その他の支出 19,795,427

  業務収入 11,707,728,171

    業務費用支出 4,587,933,836

      人件費支出 1,846,701,188

      物件費等支出 2,384,960,669

      支払利息支出 274,674,140

      その他の支出 81,597,839

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 10,087,284,408


