
【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 13,563,032,365   固定負債 5,778,624,531

    有形固定資産 10,511,116,910     地方債等 3,811,165,259

      事業用資産 5,458,057,913     長期未払金 -

        土地 1,052,075,075     退職手当引当金 680,107,163

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,250,564,726     その他 1,287,352,109

        建物減価償却累計額 -6,403,150,495   流動負債 483,815,085

        工作物 836,524,353     １年内償還予定地方債等 322,463,696

        工作物減価償却累計額 -278,142,417     未払金 17,111,333

        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 47,942,418

        航空機 -     預り金 11,930,127

        航空機減価償却累計額 -     その他 84,367,511

        その他 - 負債合計 6,262,439,616

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 186,671   固定資産等形成分 15,601,288,249

      インフラ資産 4,866,337,277   余剰分（不足分） -4,988,654,943

        土地 45,578,026   他団体出資等分 -

        建物 920,417,893

        建物減価償却累計額 -687,993,917

        工作物 17,374,681,905

        工作物減価償却累計額 -12,792,259,630

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 5,913,000

      物品 1,263,791,171

      物品減価償却累計額 -1,077,069,451

    無形固定資産 6,177,336

      ソフトウェア 6,177,336

      その他 -

    投資その他の資産 3,045,738,119

      投資及び出資金 467,374,122

        有価証券 -

        出資金 38,796,936

        その他 428,577,186

      長期延滞債権 34,214,540

      長期貸付金 5,580,000

      基金 2,540,402,171

        減債基金 -

        その他 2,540,402,171

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,832,714

  流動資産 3,312,040,557

    現金預金 1,146,965,245

    未収金 20,671,035

    短期貸付金 1,080,000

    基金 2,037,175,884

      財政調整基金 1,707,931,905

      減債基金 329,243,979

    棚卸資産 28,247,000

    その他 80,000,000

    徴収不能引当金 -2,098,607

  繰延資産 - 純資産合計 10,612,633,306

資産合計 16,875,072,922 負債及び純資産合計 16,875,072,922

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 -

    その他 34,000

純行政コスト 5,394,056,091

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 34,000

  臨時損失 86,222,050

    災害復旧事業費 5,767,200

    資産除売却損 80,454,850

    使用料及び手数料 247,552,286

    その他 184,933,622

純経常行政コスト 5,307,868,041

      社会保障給付 298,897,998

      その他 1,895,116

  経常収益 432,485,908

        その他 55,829,861

    移転費用 2,961,833,823

      補助金等 2,496,740,709

      その他の業務費用 93,275,539

        支払利息 36,386,604

        徴収不能引当金繰入額 1,059,074

        維持補修費 211,858,540

        減価償却費 589,426,098

        その他 -

        その他 58,038,180

      物件費等 1,878,850,442

        物件費 1,077,565,804

        職員給与費 680,886,695

        賞与等引当金繰入額 47,574,418

        退職手当引当金繰入額 19,894,852

  経常費用 5,740,353,949

    業務費用 2,778,520,126

      人件費 806,394,145

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 10,699,182,663 15,429,534,368 -4,730,351,705 -

  純行政コスト（△） -5,394,056,091 -5,394,056,091 -

  財源 5,303,584,192 5,303,584,192 -

    税収等 3,755,120,216 3,755,120,216 -

    国県等補助金 1,548,463,976 1,548,463,976 -

  本年度差額 -90,471,899 -90,471,899 -

  固定資産等の変動（内部変動） 177,208,002 -177,208,002

    有形固定資産等の増加 553,099,283 -553,099,283

    有形固定資産等の減少 -589,536,948 589,536,948

    貸付金・基金等の増加 264,386,168 -264,386,168

    貸付金・基金等の減少 -50,740,501 50,740,501

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -5,454,121 -5,454,121

  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 9,376,663 - 9,376,663

  本年度純資産変動額 -86,549,357 171,753,881 -258,303,238 -

本年度末純資産残高 10,612,633,306 15,601,288,249 -4,988,654,943 -

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 41,042,722

本年度歳計外現金増減額 -29,112,595

本年度末歳計外現金残高 11,930,127

本年度末現金預金残高 1,146,965,245

財務活動収支 101,409,454

本年度資金収支額 -146,866,283

前年度末資金残高 1,281,901,401

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,135,035,118

    地方債等償還支出 268,923,546

    その他の支出 8,166,000

  財務活動収入 378,499,000

    地方債等発行収入 378,499,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 -

    その他の収入 2,435,987

投資活動収支 -606,732,027

【財務活動収支】

  財務活動支出 277,089,546

    その他の支出 -

  投資活動収入 238,104,623

    国県等補助金収入 187,197,955

    基金取崩収入 45,290,681

    貸付金元金回収収入 3,180,000

  投資活動支出 844,836,650

    公共施設等整備費支出 582,245,143

    基金積立金支出 255,462,507

    投資及び出資金支出 1,969,000

    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 80,344,000

  臨時収入 3,288,114

業務活動収支 358,456,290

【投資活動収支】

    税収等収入 3,743,218,310

    国県等補助金収入 1,396,001,051

    使用料及び手数料収入 241,930,371

    その他の収入 184,765,621

  臨時支出 86,111,200

    移転費用支出 2,964,126,223

      補助金等支出 2,496,740,709

      社会保障給付支出 298,897,998

      その他の支出 4,187,516

  業務収入 5,565,915,353

    業務費用支出 2,160,509,754

      人件費支出 782,152,278

      物件費等支出 1,290,484,515

      支払利息支出 36,386,604

      その他の支出 51,486,357

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 5,124,635,977


