
【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 14,837,836,457   固定負債 6,782,665,779

    有形固定資産 11,539,953,218     地方債等 4,348,691,478

      事業用資産 6,087,195,287     長期未払金 -

        土地 1,164,569,304     退職手当引当金 826,670,972

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,733,501,774     その他 1,607,303,329

        建物減価償却累計額 -6,561,272,453   流動負債 568,839,645

        工作物 1,206,149,157     １年内償還予定地方債等 393,739,467

        工作物減価償却累計額 -456,260,169     未払金 23,926,806

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 1,225

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 53,539,134

        航空機 -     預り金 12,342,072

        航空機減価償却累計額 -     その他 85,290,941

        その他 - 負債合計 7,351,505,424

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 507,674   固定資産等形成分 16,925,064,314

      インフラ資産 5,173,666,238   余剰分（不足分） -5,955,556,170

        土地 77,765,596   他団体出資等分 -

        建物 973,124,498

        建物減価償却累計額 -718,592,641

        工作物 17,761,486,744

        工作物減価償却累計額 -12,926,853,886

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 6,735,927

      物品 1,539,048,750

      物品減価償却累計額 -1,259,957,057

    無形固定資産 471,203,846

      ソフトウェア 6,252,759

      その他 464,951,087

    投資その他の資産 2,826,679,393

      投資及び出資金 18,152,936

        有価証券 -

        出資金 -406,607,250

        その他 424,760,186

      長期延滞債権 34,224,638

      長期貸付金 5,580,000

      基金 2,770,175,406

        減債基金 -

        その他 2,770,175,406

      その他 379,127

      徴収不能引当金 -1,832,714

  流動資産 3,483,177,111

    現金預金 1,241,218,697

    未収金 24,322,701

    短期貸付金 23,805,163

    基金 2,063,422,694

      財政調整基金 1,734,178,715

      減債基金 329,243,979

    棚卸資産 28,247,000

    その他 104,259,463

    徴収不能引当金 -2,098,607

  繰延資産 - 純資産合計 10,969,508,144

資産合計 18,321,013,568 負債及び純資産合計 18,321,013,568

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 62,617

    その他 737

純行政コスト 6,266,054,803

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 6,081,246

  臨時利益 63,354

  臨時損失 92,307,452

    災害復旧事業費 5,767,200

    資産除売却損 80,459,006

    使用料及び手数料 281,298,583

    その他 197,072,168

純経常行政コスト 6,173,810,705

      社会保障給付 305,938,605

      その他 21,661,879

  経常収益 478,370,751

        その他 100,124,901

    移転費用 3,533,130,629

      補助金等 3,041,074,438

      その他の業務費用 144,085,867

        支払利息 42,901,892

        徴収不能引当金繰入額 1,059,074

        維持補修費 215,306,055

        減価償却費 657,052,002

        その他 44,667

        その他 58,804,574

      物件費等 2,021,193,818

        物件費 1,148,791,094

        職員給与費 758,556,351

        賞与等引当金繰入額 53,143,811

        退職手当引当金繰入額 83,266,406

  経常費用 6,652,181,456

    業務費用 3,119,050,827

      人件費 953,771,142

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 11,081,076,383 16,853,080,070 -5,772,003,687 -

  純行政コスト（△） -6,266,054,803 -6,266,054,803 -

  財源 6,152,260,077 6,152,260,077 -

    税収等 4,186,282,224 4,186,282,224 -

    国県等補助金 1,965,977,853 1,965,977,853 -

  本年度差額 -113,794,726 -113,794,726 -

  固定資産等の変動（内部変動） 125,348,270 -125,348,270

    有形固定資産等の増加 562,971,316 -562,971,316

    有形固定資産等の減少 -657,391,632 657,391,632

    貸付金・基金等の増加 308,595,108 -308,595,108

    貸付金・基金等の減少 -88,826,522 88,826,522

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -5,469,884 -5,469,884

  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 -7,036,987 -54,172,158 47,135,171 -

  その他 14,733,358 6,278,016 8,455,342

  本年度純資産変動額 -111,568,239 71,984,244 -183,552,483 -

本年度末純資産残高 10,969,508,144 16,925,064,314 -5,955,556,170 -

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 41,448,195

本年度歳計外現金増減額 -29,113,313

本年度末歳計外現金残高 12,334,882

本年度末現金預金残高 1,241,218,697

財務活動収支 71,841,079

本年度資金収支額 -149,950,651

前年度末資金残高 1,379,765,808

比例連結割合変更に伴う差額 -931,342

本年度末資金残高 1,228,883,815

    地方債等償還支出 310,858,260

    その他の支出 8,258,985

  財務活動収入 390,958,324

    地方債等発行収入 389,614,927

    その他の収入 1,343,397

    資産売却収入 62,623

    その他の収入 3,367,442

投資活動収支 -623,882,232

【財務活動収支】

  財務活動支出 319,117,245

    その他の支出 20,038

  投資活動収入 273,975,161

    国県等補助金収入 187,767,548

    基金取崩収入 79,597,548

    貸付金元金回収収入 3,180,000

  投資活動支出 897,857,393

    公共施設等整備費支出 592,919,489

    基金積立金支出 299,668,914

    投資及び出資金支出 88,952

    貸付金支出 5,160,000

    災害復旧事業費支出 5,767,200

    その他の支出 80,345,685

  臨時収入 3,288,851

業務活動収支 402,090,502

【投資活動収支】

    税収等収入 4,172,823,829

    国県等補助金収入 1,802,104,233

    使用料及び手数料収入 275,672,038

    その他の収入 192,217,293

  臨時支出 86,112,885

    移転費用支出 3,591,676,847

      補助金等支出 3,041,050,134

      社会保障給付支出 305,938,605

      その他の支出 80,232,401

  業務収入 6,442,817,393

    業務費用支出 2,366,226,010

      人件費支出 864,225,991

      物件費等支出 1,364,646,699

      支払利息支出 42,901,892

      その他の支出 94,451,428

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 5,957,902,857


