
【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 25,969,666,686   固定負債 10,756,149,226

    有形固定資産 22,445,482,856     地方債等 9,553,747,302

      事業用資産 7,439,281,592     長期未払金 -

        土地 2,785,655,092     退職手当引当金 698,840,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,036,651,401     その他 503,561,924

        建物減価償却累計額 -3,655,575,772   流動負債 1,028,086,481

        工作物 316,627,788     １年内償還予定地方債等 792,950,423

        工作物減価償却累計額 -51,098,953     未払金 20,971,030

        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 73,521,271

        航空機 -     預り金 34,742,305

        航空機減価償却累計額 -     その他 105,901,452

        その他 - 負債合計 11,784,235,707

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,022,036   固定資産等形成分 27,975,312,858

      インフラ資産 14,847,383,116   余剰分（不足分） -10,299,891,374

        土地 1,427,193,411   他団体出資等分 -

        建物 166,482,406

        建物減価償却累計額 -90,789,698

        工作物 22,595,152,247

        工作物減価償却累計額 -9,334,019,810

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 83,364,560

      物品 418,834,484

      物品減価償却累計額 -260,016,336

    無形固定資産 10,086,668

      ソフトウェア 10,086,668

      その他 -

    投資その他の資産 3,514,097,162

      投資及び出資金 1,543,169,733

        有価証券 5,000,000

        出資金 1,538,169,733

        その他 -

      長期延滞債権 122,969,239

      長期貸付金 -

      基金 1,853,912,398

        減債基金 180,496,812

        その他 1,673,415,586

      その他 -

      徴収不能引当金 -5,954,208

  流動資産 3,489,990,505

    現金預金 1,439,456,629

    未収金 46,392,509

    短期貸付金 50,000,000

    基金 1,955,646,172

      財政調整基金 1,955,646,172

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 1,021,400

    徴収不能引当金 -2,526,205

  繰延資産 - 純資産合計 17,675,421,484

資産合計 29,459,657,191 負債及び純資産合計 29,459,657,191

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）

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

  経常費用 9,261,862,649

    業務費用 3,292,384,308

      人件費 1,211,386,855

        職員給与費 862,720,643

        賞与等引当金繰入額 73,521,271

        退職手当引当金繰入額 24,664,000

        その他 250,480,941

      物件費等 1,877,874,962

        物件費 984,864,661

        維持補修費 141,748,780

        減価償却費 751,261,521

        その他 -

      その他の業務費用 203,122,491

        支払利息 117,867,558

        徴収不能引当金繰入額 8,452,573

        その他 76,802,360

    移転費用 5,969,478,341

      補助金等 5,017,931,568

      社会保障給付 935,976,807

      その他 15,569,966

  経常収益 655,681,303

    使用料及び手数料 478,758,903

    その他 176,922,400

純経常行政コスト 8,606,181,346

  臨時損失 120,738,413

    災害復旧事業費 4,469,275

    資産除売却損 116,030,605

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 238,533

  臨時利益 1,739,734

    資産売却益 1,733,548

    その他 6,186

純行政コスト 8,725,180,025



【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 17,289,176,870 27,689,220,286 -10,400,043,416 -

  純行政コスト（△） -8,725,180,025 -8,725,180,025 -

  財源 9,158,529,831 9,158,529,831 -

    税収等 6,634,706,250 6,634,706,250 -

    国県等補助金 2,523,823,581 2,523,823,581 -

  本年度差額 433,349,806 433,349,806 -

  固定資産等の変動（内部変動） 356,200,104 -356,200,104

    有形固定資産等の増加 1,192,464,504 -1,192,464,504

    有形固定資産等の減少 -867,292,129 867,292,129

    貸付金・基金等の増加 564,389,865 -564,389,865

    貸付金・基金等の減少 -533,362,136 533,362,136

  資産評価差額 1,593,007 1,593,007

  無償所管換等 -71,660,002 -71,660,002

  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 22,961,803 -40,537 23,002,340

  本年度純資産変動額 386,244,614 286,092,572 100,152,042 -

本年度末純資産残高 17,675,421,484 27,975,312,858 -10,299,891,374 -

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）

    業務費用支出 2,604,251,400

      人件費支出 1,291,798,822

      物件費等支出 1,121,518,486

      支払利息支出 117,867,558

      その他の支出 73,066,534

  臨時支出 4,707,808

    移転費用支出 5,969,478,341

      補助金等支出 5,017,931,568

      社会保障給付支出 935,976,807

      その他の支出 15,569,966

  業務収入 9,374,129,266

1,642,754,594

    公共施設等整備費支出 1,192,464,504

    基金積立金支出 291,828,981

    投資及び出資金支出 107,626,059

    貸付金支出 50,000,000

本年度歳計外現金増減額 216,558

本年度末歳計外現金残高 16,086,865

本年度末現金預金残高 1,439,456,629

財務活動収支 84,008,874

本年度資金収支額 79,442,858

前年度末資金残高 1,343,926,906

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,423,369,764

前年度末歳計外現金残高 15,870,307

    地方債等償還支出 761,115,441

    その他の支出 145,500,637

  財務活動収入 990,624,952

    地方債等発行収入 882,312,000

    その他の収入 108,312,952

1,733,551

    その他の収入 1,023,700

    税収等収入 6,640,738,520

    国県等補助金収入 2,078,041,088

    使用料及び手数料収入 478,427,258

    その他の収入 176,922,400

    災害復旧事業費支出 4,469,275

    その他の支出 238,533

  臨時収入 6,186

業務活動収支 795,697,903

    基金取崩収入 354,612,000

    貸付金元金回収収入 50,493,502

  投資活動支出

投資活動収支 -800,263,919

【財務活動収支】

  財務活動支出 906,616,078

    その他の支出 835,050

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 8,573,729,741

【投資活動収支】

  投資活動収入 842,490,675

    国県等補助金収入 434,627,922

    資産売却収入


