
【様式第1号】

（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 44,732,857,579   固定負債 13,721,555,790

    有形固定資産 41,395,214,507     地方債等 8,780,518,681

      事業用資産 11,982,475,443     長期未払金 28,998,680

        土地 2,505,024,802     退職手当引当金 738,399,314

        立木竹 196,472,775     損失補償等引当金 155,660,000

        建物 21,662,493,072     その他 4,017,979,115

        建物減価償却累計額 -12,652,642,056   流動負債 1,006,703,154

        工作物 1,081,285,258     １年内償還予定地方債等 786,758,077

        工作物減価償却累計額 -814,282,877     未払金 95,846,613

        船舶 3,058,140     未払費用 171,431

        船舶減価償却累計額 -3,058,138     前受金 46,401

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 106,272,254

        航空機 -     預り金 170,966

        航空機減価償却累計額 -     その他 17,437,412

        その他 - 負債合計 14,728,258,944

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 4,124,467   固定資産等形成分 45,721,709,801

      インフラ資産 28,446,218,797   余剰分（不足分） -13,199,386,800

        土地 1,409,354,778   他団体出資等分 -

        建物 2,950,339,583

        建物減価償却累計額 -1,063,713,639

        工作物 59,778,897,483

        工作物減価償却累計額 -34,673,864,365

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 45,204,957

      物品 2,731,717,983

      物品減価償却累計額 -1,765,197,716

    無形固定資産 707,891,001

      ソフトウェア 102,876,021

      その他 605,014,980

    投資その他の資産 2,629,752,071

      投資及び出資金 707,814,061

        有価証券 381,143,061

        出資金 326,671,000

        その他 -

      長期延滞債権 86,772,026

      長期貸付金 25,336,000

      基金 1,476,182,547

        減債基金 329,599,389

        その他 1,146,583,158

      その他 335,536,910

      徴収不能引当金 -1,889,473

  流動資産 2,517,110,366

    現金預金 1,229,951,291

    未収金 111,683,342

    短期貸付金 -

    基金 988,852,222

      財政調整基金 988,852,222

      減債基金 -

    棚卸資産 185,529,724

    その他 1,289,787

    徴収不能引当金 -196,000

  繰延資産 614,000 純資産合計 32,522,323,001

資産合計 47,250,581,945 負債及び純資産合計 47,250,581,945

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 25,868,904

    その他 39,485,763

純行政コスト 9,835,257,827

    損失補償等引当金繰入額 -6,500,000

    その他 24,427,709

  臨時利益 65,354,667

  臨時損失 59,364,845

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 41,437,136

    使用料及び手数料 825,837,046

    その他 569,329,592

純経常行政コスト 9,841,247,649

      社会保障給付 448,966,558

      その他 8,974,599

  経常収益 1,395,166,638

        その他 89,906,737

    移転費用 5,590,001,000

      補助金等 4,599,762,346

      その他の業務費用 191,400,293

        支払利息 103,006,608

        徴収不能引当金繰入額 -1,513,052

        維持補修費 170,447,056

        減価償却費 2,028,288,122

        その他 3,597,263

        その他 235,789,280

      物件費等 3,805,450,998

        物件費 1,603,118,557

        職員給与費 1,320,716,839

        賞与等引当金繰入額 102,121,609

        退職手当引当金繰入額 -9,065,732

  経常費用 11,236,414,287

    業務費用 5,646,413,287

      人件費 1,649,561,996

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】

（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 31,879,012,849 42,130,223,031 -10,243,837,263 -7,372,919

  純行政コスト（△） -9,835,257,827 -9,835,257,827 -

  財源 8,726,170,741 8,726,170,741 -

    税収等 6,351,869,302 6,351,869,302 -

    国県等補助金 2,374,301,439 2,374,301,439 -

  本年度差額 -1,109,087,086 -1,109,087,086 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,246,262,504 1,246,262,504

    有形固定資産等の増加 749,257,368 -749,257,368

    有形固定資産等の減少 -1,996,588,809 1,996,588,809

    貸付金・基金等の増加 364,807,489 -364,807,489

    貸付金・基金等の減少 -363,738,552 363,738,552

  資産評価差額 9,920,000 9,920,000

  無償所管換等 -3,335,592 -3,335,592

  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 1,706,225,880 4,820,078,876 -3,121,225,915 7,372,919

  その他 39,586,950 11,085,990 28,500,960

  本年度純資産変動額 643,310,152 3,591,486,770 -2,955,549,537 7,372,919

本年度末純資産残高 32,522,323,001 45,721,709,801 -13,199,386,800 -

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 184,560

本年度歳計外現金増減額 7,037

本年度末歳計外現金残高 191,597

本年度末現金預金残高 1,229,951,291

財務活動収支 -88,530,534

本年度資金収支額 52,524,752

前年度末資金残高 637,420,066

比例連結割合変更に伴う差額 539,814,876

本年度末資金残高 1,229,759,694

    地方債等償還支出 631,946,652

    その他の支出 17,442,560

  財務活動収入 560,858,678

    地方債等発行収入 559,253,515

    その他の収入 1,605,163

    資産売却収入 38,541,281

    その他の収入 163,204,437

投資活動収支 -541,396,112

【財務活動収支】

  財務活動支出 649,389,212

    その他の支出 -

  投資活動収入 584,946,312

    国県等補助金収入 59,422,200

    基金取崩収入 237,940,753

    貸付金元金回収収入 85,837,641

  投資活動支出 1,126,342,424

    公共施設等整備費支出 802,491,533

    基金積立金支出 216,747,616

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 107,103,275

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 24,426,767

  臨時収入 24,436,611

業務活動収支 682,451,398

【投資活動収支】

    税収等収入 6,130,427,429

    国県等補助金収入 2,374,301,439

    使用料及び手数料収入 808,127,592

    その他の収入 563,207,536

  臨時支出 24,426,767

    移転費用支出 5,589,077,600

      補助金等支出 4,598,838,946

      社会保障給付支出 448,966,558

      その他の支出 8,974,599

  業務収入 9,876,063,996

    業務費用支出 3,604,544,842

      人件費支出 1,660,661,238

      物件費等支出 1,804,771,032

      支払利息支出 103,006,608

      その他の支出 36,105,964

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 9,193,622,442


