
【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 34,636,719,447   固定負債 15,562,915,496

    有形固定資産 31,707,899,877     地方債等 13,597,429,533

      事業用資産 14,487,290,680     長期未払金 60,759,922

        土地 2,629,027,354     退職手当引当金 966,645,212

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 24,786,196,100     その他 938,080,829

        建物減価償却累計額 -13,315,323,024   流動負債 1,900,353,689

        工作物 858,159,666     １年内償還予定地方債等 1,502,078,392

        工作物減価償却累計額 -602,783,005     未払金 162,445,632

        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 210,635,213

        航空機 -     預り金 19,394,752

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,799,700

        その他 159,579,781 負債合計 17,463,269,185

        その他減価償却累計額 -100,455,912 【純資産の部】

        建設仮勘定 72,889,720   固定資産等形成分 37,522,494,281

      インフラ資産 16,841,697,169   余剰分（不足分） -16,265,470,336

        土地 112,539,934   他団体出資等分 -

        建物 263,431,743

        建物減価償却累計額 -158,335,307

        工作物 45,706,803,901

        工作物減価償却累計額 -29,300,425,329

        その他 630,202,462

        その他減価償却累計額 -461,946,725

        建設仮勘定 49,426,490

      物品 1,705,484,887

      物品減価償却累計額 -1,326,572,859

    無形固定資産 8,983,091

      ソフトウェア 8,861,091

      その他 122,000

    投資その他の資産 2,919,836,479

      投資及び出資金 365,982,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 318,972,336

        その他 -

      長期延滞債権 81,260,660

      長期貸付金 -

      基金 2,405,684,756

        減債基金 -

        その他 2,405,684,756

      その他 71,694,653

      徴収不能引当金 -4,785,926

  流動資産 4,083,573,683

    現金預金 652,248,050

    未収金 519,765,800

    短期貸付金 -

    基金 2,885,774,834

      財政調整基金 943,226,053

      減債基金 1,942,548,781

    棚卸資産 36,070,875

    その他 -

    徴収不能引当金 -10,285,876

  繰延資産 - 純資産合計 21,257,023,945

資産合計 38,720,293,130 負債及び純資産合計 38,720,293,130

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 66,647,332

    その他 2,117,022

純行政コスト 9,600,992,665

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,835,220

  臨時利益 68,764,354

  臨時損失 213,311,153

    災害復旧事業費 210,475,933

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 2,650,129,596

    その他 252,842,058

純経常行政コスト 9,456,445,866

      社会保障給付 662,997,120

      その他 3,098,130

  経常収益 2,902,971,654

        その他 159,438,168

    移転費用 5,338,422,831

      補助金等 4,656,157,538

      その他の業務費用 306,572,381

        支払利息 142,924,229

        徴収不能引当金繰入額 4,209,984

        維持補修費 148,234,619

        減価償却費 1,520,476,050

        その他 -

        その他 49,518,469

      物件費等 3,143,990,975

        物件費 1,475,280,306

        職員給与費 3,184,362,161

        賞与等引当金繰入額 211,147,595

        退職手当引当金繰入額 125,403,108

  経常費用 12,359,417,520

    業務費用 7,020,994,689

      人件費 3,570,431,333

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 21,252,648,069 37,849,294,143 -16,596,646,074 -

  純行政コスト（△） -9,600,992,665 -9,600,992,665 -

  財源 9,321,165,678 9,321,165,678 -

    税収等 6,937,356,511 6,937,356,511 -

    国県等補助金 2,383,809,167 2,383,809,167 -

  本年度差額 -279,826,987 -279,826,987 -

  固定資産等の変動（内部変動） -611,002,725 611,002,725

    有形固定資産等の増加 2,167,695,413 -2,167,695,413

    有形固定資産等の減少 -2,460,652,212 2,460,652,212

    貸付金・基金等の増加 20,311,711 -20,311,711

    貸付金・基金等の減少 -338,357,637 338,357,637

  資産評価差額 105,392,805 105,392,805

  無償所管換等 178,810,058 178,810,058

  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 - - -

  本年度純資産変動額 4,375,876 -326,799,862 331,175,738 -

本年度末純資産残高 21,257,023,945 37,522,494,281 -16,265,470,336 -

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 34,428,925

本年度歳計外現金増減額 -15,034,173

本年度末歳計外現金残高 19,394,752

本年度末現金預金残高 652,248,050

財務活動収支 -422,595,949

本年度資金収支額 -51,064,235

前年度末資金残高 683,917,533

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 632,853,298

    地方債等償還支出 1,525,105,055

    その他の支出 290,894

  財務活動収入 1,102,800,000

    地方債等発行収入 1,102,800,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 87,970,000

    その他の収入 6,005,000

投資活動収支 -454,213,347

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,525,395,949

    その他の支出 -

  投資活動収入 551,286,600

    国県等補助金収入 130,037,600

    基金取崩収入 327,075,000

    貸付金元金回収収入 199,000

  投資活動支出 1,005,499,947

    公共施設等整備費支出 986,899,979

    基金積立金支出 18,599,968

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 210,475,933

    その他の支出 2,632,700

  臨時収入 2,117,022

業務活動収支 825,745,061

【投資活動収支】

    税収等収入 6,968,179,500

    国県等補助金収入 2,255,986,567

    使用料及び手数料収入 2,650,129,596

    その他の収入 124,269,160

  臨時支出 213,108,633

    移転費用支出 5,338,422,831

      補助金等支出 4,656,157,538

      社会保障給付支出 662,997,120

      その他の支出 3,098,130

  業務収入 11,998,564,823

    業務費用支出 5,623,405,320

      人件費支出 3,562,763,811

      物件費等支出 1,808,858,904

      支払利息支出 183,937,625

      その他の支出 67,844,980

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 10,961,828,151


