
【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 19,693,072,467   固定負債 6,046,738,201

    有形固定資産 16,538,061,569     地方債等 5,496,720,886

      事業用資産 11,594,308,434     長期未払金 2,579,383

        土地 4,477,560,590     退職手当引当金 547,300,325

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 137,607

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 943,239,105

        建物 14,862,938,069     １年内償還予定地方債等 867,474,571

        建物減価償却累計額 -8,371,602,536     未払金 7,700,302

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,366,286,995     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -744,161,259     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 61,353,023

        船舶 94,883     預り金 3,006,729

        船舶減価償却累計額 -75,907     その他 3,704,480

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,989,977,306

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 22,684,044,218

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,132,980,785

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 3,770,502

        その他減価償却累計額 -1,099,700

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 596,797

      インフラ資産 4,783,333,892

        土地 136,837,803

        土地減損損失累計額 -

        建物 594,539,586

        建物減価償却累計額 -226,830,669

        建物減損損失累計額 -

        工作物 19,543,656,029

        工作物減価償却累計額 -15,307,829,162

        工作物減損損失累計額 -

        その他 30,898,800

        その他減価償却累計額 -2,594,095

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 14,655,600

      物品 961,081,237

      物品減価償却累計額 -800,661,994

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 -

      ソフトウェア -

      その他 -

    投資その他の資産 3,155,010,898

      投資及び出資金 116,575,000

        有価証券 -

        出資金 116,575,000

        その他 -

      長期延滞債権 35,241,458

      長期貸付金 6,132,000

      基金 2,996,489,308

        減債基金 -

        その他 2,996,489,308

      その他 2,327,466

      徴収不能引当金 -1,754,334

  流動資産 3,847,968,272

    現金預金 843,997,684

    未収金 12,911,855

    短期貸付金 -

    基金 2,990,971,751

      財政調整基金 2,400,558,751

      減債基金 590,413,000

    棚卸資産 -

    その他 86,982

    徴収不能引当金 -

  繰延資産 - 純資産合計 16,551,063,433

資産合計 23,541,040,739 負債及び純資産合計 23,541,040,739

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 10,535,199

    その他 -

純行政コスト 7,759,064,865

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 10,535,199

  臨時損失 1,242,006

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,242,006

    使用料及び手数料 164,309,254

    その他 1,087,394,529

純経常行政コスト 7,768,358,058

      社会保障給付 1,697,570,448

      その他 140,118,944

  経常収益 1,251,703,783

        その他 43,851,886

    移転費用 5,508,196,771

      補助金等 2,940,976,679

      その他の業務費用 101,751,856

        支払利息 58,227,252

        徴収不能引当金繰入額 -327,282

        維持補修費 98,333,667

        減価償却費 643,922,711

        その他 4,811,609

        その他 45,184,455

      物件費等 2,158,975,995

        物件費 1,411,908,008

        職員給与費 1,098,372,011

        賞与等引当金繰入額 51,006,652

        退職手当引当金繰入額 56,574,101

  経常費用 9,020,061,841

    業務費用 3,511,865,070

      人件費 1,251,137,219

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 15,971,350,618 21,856,664,962 -5,885,314,344 -

  純行政コスト（△） -7,759,064,865 -7,759,064,865 -

  財源 8,469,591,175 8,469,591,175 -

    税収等 6,563,513,859 6,563,513,859 -

    国県等補助金 1,906,077,316 1,906,077,316 -

  本年度差額 710,526,310 710,526,310 -

  固定資産等の変動（内部変動） 801,398,622 -801,398,622

    有形固定資産等の増加 1,871,226,023 -1,871,226,023

    有形固定資産等の減少 -1,481,357,405 1,481,357,405

    貸付金・基金等の増加 492,764,545 -492,764,545

    貸付金・基金等の減少 -81,234,541 81,234,541

  資産評価差額 32,427,115 32,427,115

  無償所管換等 158,993 158,993

  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 -8,168,746 -7,636,139 -532,607 -

  その他 -155,230,857 1,030,665 -156,261,522

  本年度純資産変動額 579,712,815 827,379,256 -247,666,441 -

本年度末純資産残高 16,551,063,433 22,684,044,218 -6,132,980,785 -

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 20,667,337

本年度歳計外現金増減額 -4,148,291

本年度末歳計外現金残高 16,519,046

本年度末現金預金残高 843,997,684

財務活動収支 28,170,037

本年度資金収支額 -53,921,185

前年度末資金残高 882,898,586

比例連結割合変更に伴う差額 -1,498,763

本年度末資金残高 827,478,638

    地方債等償還支出 876,517,347

    その他の支出 57,212

  財務活動収入 904,744,596

    地方債等発行収入 900,690,876

    その他の収入 4,053,720

    資産売却収入 22,884,000

    その他の収入 1,990

投資活動収支 -1,484,436,737

【財務活動収支】

  財務活動支出 876,574,559

    その他の支出 -

  投資活動収入 40,423,663

    国県等補助金収入 47,032

    基金取崩収入 16,520,641

    貸付金元金回収収入 970,000

  投資活動支出 1,524,860,400

    公共施設等整備費支出 1,047,532,926

    基金積立金支出 476,727,474

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 600,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,402,345,515

【投資活動収支】

    税収等収入 5,779,252,948

    国県等補助金収入 1,942,241,284

    使用料及び手数料収入 164,309,254

    その他の収入 1,108,982,776

  臨時支出 -

    移転費用支出 4,689,159,490

      補助金等支出 2,850,570,098

      社会保障給付支出 1,697,570,448

      その他の支出 140,168,944

  業務収入 8,994,786,262

    業務費用支出 2,903,281,257

      人件費支出 1,286,183,456

      物件費等支出 1,523,706,704

      支払利息支出 58,227,249

      その他の支出 35,163,848

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 7,592,440,747


