
【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 39,610,380,368   固定負債 17,253,532,091

    有形固定資産 34,913,313,444     地方債等 13,713,980,233

      事業用資産 17,642,452,648     長期未払金 60,759,922

        土地 3,088,134,428     退職手当引当金 2,530,446,107

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 27,819,677,490     その他 948,345,829

        建物減価償却累計額 -14,246,779,729   流動負債 2,040,780,072

        工作物 2,794,817,546     １年内償還予定地方債等 1,546,122,266

        工作物減価償却累計額 -1,945,410,676     未払金 194,344,575

        船舶 -     未払費用 1,242,166

        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 263,747,936

        航空機 -     預り金 22,659,906

        航空機減価償却累計額 -     その他 12,663,223

        その他 159,579,781 負債合計 19,294,312,163

        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 42,534,250,210

      インフラ資産 16,841,697,169   余剰分（不足分） -17,691,694,963

        土地 112,539,934   他団体出資等分 23,464,210

        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 1,995,884,644

      物品減価償却累計額 -1,566,721,017

    無形固定資産 9,187,478

      ソフトウェア 9,065,478

      その他 122,000

    投資その他の資産 4,687,879,446

      投資及び出資金 365,984,336

        有価証券 47,010,000

        出資金 318,974,336

        その他 -

      長期延滞債権 81,353,895

      長期貸付金 -

      基金 4,173,632,488

        減債基金 -

        その他 4,173,632,488

      その他 71,694,653

      徴収不能引当金 -4,785,926

  流動資産 4,549,951,252

    現金預金 1,066,357,525

    未収金 521,392,612

    短期貸付金 -

    基金 2,923,869,842

      財政調整基金 981,321,061

      減債基金 1,942,548,781

    棚卸資産 41,984,725

    その他 6,632,424

    徴収不能引当金 -10,285,876

  繰延資産 - 純資産合計 24,866,019,457

資産合計 44,160,331,620 負債及び純資産合計 44,160,331,620

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 66,676,894

    その他 431,216,742

純行政コスト 10,948,309,229

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 66,990,075

  臨時利益 497,893,636

  臨時損失 279,691,921

    災害復旧事業費 210,475,933

    資産除売却損 2,225,913

    使用料及び手数料 2,721,616,903

    その他 903,976,291

純経常行政コスト 11,166,510,944

      社会保障給付 678,294,080

      その他 6,556,824

  経常収益 3,625,593,194

        その他 216,967,882

    移転費用 6,106,175,891

      補助金等 5,405,154,944

      その他の業務費用 366,607,966

        支払利息 145,430,100

        徴収不能引当金繰入額 4,209,984

        維持補修費 210,348,028

        減価償却費 1,667,371,812

        その他 -

        その他 58,557,987

      物件費等 3,820,579,431

        物件費 1,942,859,591

        職員給与費 4,025,384,867

        賞与等引当金繰入額 264,260,318

        退職手当引当金繰入額 150,537,678

  経常費用 14,792,104,138

    業務費用 8,685,928,247

      人件費 4,498,740,850

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 24,226,414,186 41,578,763,788 -17,375,813,812 23,464,210

  純行政コスト（△） -10,948,309,229 -10,948,309,229 -

  財源 11,229,202,144 11,229,202,144 -

    税収等 7,887,341,879 7,887,341,879 -

    国県等補助金 3,341,860,265 3,341,860,265 -

  本年度差額 280,892,915 280,892,915 -

  固定資産等の変動（内部変動） -100,866,682 100,866,682

    有形固定資産等の増加 2,706,559,120 -2,706,559,120

    有形固定資産等の減少 -2,610,701,686 2,610,701,686

    貸付金・基金等の増加 148,648,915 -148,648,915

    貸付金・基金等の減少 -345,373,031 345,373,031

  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 86,479,036 -246,409,022 332,888,058 -

  その他 -11,969,543 1,018,559,263 -1,030,528,806

  本年度純資産変動額 639,605,271 955,486,422 -315,881,151 -

本年度末純資産残高 24,866,019,457 42,534,250,210 -17,691,694,963 23,464,210

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 34,624,532

本年度歳計外現金増減額 -14,734,507

本年度末歳計外現金残高 19,890,025

本年度末現金預金残高 1,066,357,525

財務活動収支 -472,906,605

本年度資金収支額 -42,521,563

前年度末資金残高 1,091,454,487

比例連結割合変更に伴う差額 -2,465,424

本年度末資金残高 1,046,467,500

    地方債等償還支出 1,572,226,333

    その他の支出 3,480,272

  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 88,025,601

    その他の収入 6,005,000

投資活動収支 -696,499,646

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,575,706,605

    その他の支出 -

  投資活動収入 552,007,013

    国県等補助金収入 130,037,600

    基金取崩収入 327,739,812

    貸付金元金回収収入 199,000

  投資活動支出 1,248,506,659

    公共施設等整備費支出 1,229,462,024

    基金積立金支出 19,044,635

    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 1,126,884,688

【投資活動収支】

    税収等収入 7,918,164,262

    国県等補助金収入 3,214,037,665

    使用料及び手数料収入 2,721,616,903

    その他の収入 689,928,363

  臨時支出 213,108,633

    移転費用支出 6,106,175,891

      補助金等支出 5,405,154,944

      社会保障給付支出 678,294,080

      その他の支出 6,556,824

  業務収入 14,543,747,193

    業務費用支出 7,099,695,003

      人件費支出 4,451,033,044

      物件費等支出 2,336,932,437

      支払利息支出 186,443,496

      その他の支出 125,286,026

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 13,205,870,894


