
【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 40,612,978,917   固定負債 15,968,079,770

    有形固定資産 37,291,851,996     地方債等 12,772,534,703

      事業用資産 9,811,139,317     長期未払金 1,457,000

        土地 1,945,727,318     退職手当引当金 2,179,483,076

        立木竹 48,347,850     損失補償等引当金 -

        建物 15,805,967,867     その他 1,014,604,991

        建物減価償却累計額 -8,374,983,840   流動負債 1,860,799,979

        工作物 1,534,274,966     １年内償還予定地方債等 1,488,750,521

        工作物減価償却累計額 -1,211,540,343     未払金 122,457,834

        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 170,092,509

        航空機 -     預り金 75,805,694

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,693,421

        その他 22,134,600 負債合計 17,828,879,749

        その他減価償却累計額 -34,600 【純資産の部】

        建設仮勘定 41,245,499   固定資産等形成分 42,843,071,301

      インフラ資産 26,837,812,103   余剰分（不足分） -16,698,619,050

        土地 685,237,643   他団体出資等分 4,327,068

        建物 1,033,758,699

        建物減価償却累計額 -610,304,583

        工作物 56,501,612,899

        工作物減価償却累計額 -30,817,752,535

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 45,259,980

      物品 2,520,348,916

      物品減価償却累計額 -1,877,448,340

    無形固定資産 11,888,160

      ソフトウェア 11,737,756

      その他 150,404

    投資その他の資産 3,309,238,761

      投資及び出資金 76,407,132

        有価証券 3,000,000

        出資金 73,407,132

        その他 -

      長期延滞債権 187,822,445

      長期貸付金 10,308,000

      基金 3,039,564,250

        減債基金 -

        その他 3,039,564,250

      その他 15,650

      徴収不能引当金 -4,878,716

  流動資産 3,364,680,151

    現金預金 706,902,983

    未収金 408,183,562

    短期貸付金 2,168,320

    基金 2,227,924,064

      財政調整基金 821,943,489

      減債基金 1,405,980,575

    棚卸資産 25,231,930

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,730,708

  繰延資産 - 純資産合計 26,148,779,319

資産合計 43,977,659,068 負債及び純資産合計 43,977,659,068

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 6,253,689

    その他 2,892

純行政コスト 10,904,629,810

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 6,256,581

  臨時損失 85,609,250

    災害復旧事業費 43,804,095

    資産除売却損 41,805,155

    使用料及び手数料 2,066,781,722

    その他 572,622,600

純経常行政コスト 10,825,277,141

      社会保障給付 687,901,610

      その他 27,283,335

  経常収益 2,639,404,322

        その他 225,379,661

    移転費用 5,952,437,316

      補助金等 5,237,252,371

      その他の業務費用 433,344,034

        支払利息 202,741,123

        徴収不能引当金繰入額 5,223,250

        維持補修費 205,215,941

        減価償却費 1,740,277,776

        その他 8,040

        その他 206,128,672

      物件費等 4,060,548,292

        物件費 2,115,046,535

        職員給与費 2,571,529,765

        賞与等引当金繰入額 170,092,510

        退職手当引当金繰入額 70,600,874

  経常費用 13,464,681,463

    業務費用 7,512,244,147

      人件費 3,018,351,821

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 26,715,222,175 44,380,031,835 -17,669,077,765 4,268,105

  純行政コスト（△） -10,904,629,810 -10,902,145,848 -2,483,962

  財源 10,328,409,627 10,325,866,702 2,542,925

    税収等 7,443,354,977 7,443,354,977 -

    国県等補助金 2,885,054,650 2,882,511,725 2,542,925

  本年度差額 -576,220,183 -576,279,146 58,963

  固定資産等の変動（内部変動） -1,416,343,021 1,416,343,021

    有形固定資産等の増加 679,373,466 -679,373,466

    有形固定資産等の減少 -1,782,992,670 1,782,992,670

    貸付金・基金等の増加 143,419,918 -143,419,918

    貸付金・基金等の減少 -456,143,735 456,143,735

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,449,048 2,449,048

  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 -21,978,638 -25,766,506 3,787,868 -

  その他 29,306,917 -97,300,055 126,606,972

  本年度純資産変動額 -566,442,856 -1,536,960,534 970,458,715 58,963

本年度末純資産残高 26,148,779,319 42,843,071,301 -16,698,619,050 4,327,068

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 94,173,897

本年度歳計外現金増減額 -31,263,719

本年度末歳計外現金残高 62,910,178

本年度末現金預金残高 706,902,983

財務活動収支 -727,729,821

本年度資金収支額 133,561,314

前年度末資金残高 512,795,892

比例連結割合変更に伴う差額 -2,364,401

本年度末資金残高 643,992,805

    地方債等償還支出 1,400,141,906

    その他の支出 4,360,962

  財務活動収入 676,773,047

    地方債等発行収入 673,527,400

    その他の収入 3,245,647

    資産売却収入 6,814,736

    その他の収入 34,409,636

投資活動収支 -212,262,351

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,404,502,868

    その他の支出 -

  投資活動収入 606,851,547

    国県等補助金収入 117,090,221

    基金取崩収入 447,061,039

    貸付金元金回収収入 1,475,915

  投資活動支出 819,113,898

    公共施設等整備費支出 679,373,466

    基金積立金支出 138,415,432

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,325,000

    災害復旧事業費支出 43,804,095

    その他の支出 -

  臨時収入 3,803,863

業務活動収支 1,073,553,486

【投資活動収支】

    税収等収入 7,316,699,498

    国県等補助金収入 2,745,759,918

    使用料及び手数料収入 2,098,873,201

    その他の収入 573,864,836

  臨時支出 43,804,095

    移転費用支出 5,953,156,516

      補助金等支出 5,237,252,371

      社会保障給付支出 687,901,610

      その他の支出 28,002,535

  業務収入 12,735,197,453

    業務費用支出 5,668,487,219

      人件費支出 2,958,094,150

      物件費等支出 2,286,103,152

      支払利息支出 202,741,123

      その他の支出 221,548,794

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 11,621,643,735


