
【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 30,815,927,990   固定負債 13,079,380,980

    有形固定資産 25,836,061,803     地方債等 10,480,110,429

      事業用資産 8,983,746,111     長期未払金 332,222,825

        土地 3,157,156,913     退職手当引当金 1,331,369,167

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,451,659,315     その他 935,678,559

        建物減価償却累計額 -4,957,825,793   流動負債 1,457,864,512

        工作物 475,678,397     １年内償還予定地方債等 983,046,874

        工作物減価償却累計額 -149,944,757     未払金 213,163,422

        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 108,329,380

        航空機 -     預り金 45,908,330

        航空機減価償却累計額 -     その他 107,416,506

        その他 - 負債合計 14,537,245,492

        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 32,900,629,605

      インフラ資産 16,016,667,550   余剰分（不足分） -11,800,911,786

        土地 1,565,700,066   他団体出資等分 -

        建物 261,467,531

        建物減価償却累計額 -137,577,350

        工作物 24,074,042,348

        工作物減価償却累計額 -10,024,094,937

        その他 1,011,714

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 276,118,178

      物品 2,774,413,709

      物品減価償却累計額 -1,938,765,567

    無形固定資産 502,381,378

      ソフトウェア 12,750,051

      その他 489,631,327

    投資その他の資産 4,477,484,809

      投資及び出資金 1,619,148,292

        有価証券 80,978,559

        出資金 1,538,169,733

        その他 -

      長期延滞債権 128,788,720

      長期貸付金 -

      基金 2,737,512,545

        減債基金 180,496,812

        その他 2,557,015,733

      その他 1,077,216

      徴収不能引当金 -9,041,964

  流動資産 4,821,035,321

    現金預金 2,172,988,086

    未収金 293,867,544

    短期貸付金 50,000,000

    基金 2,034,701,615

      財政調整基金 2,034,701,615

      減債基金 -

    棚卸資産 27,346,713

    その他 244,826,294

    徴収不能引当金 -2,694,931

  繰延資産 - 純資産合計 21,099,717,819

資産合計 35,636,963,311 負債及び純資産合計 35,636,963,311

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）

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 14,459,144,862

    業務費用 5,312,059,686

      人件費 2,026,124,066

        職員給与費 1,511,152,539

        賞与等引当金繰入額 108,329,380

        退職手当引当金繰入額 55,522,170

        その他 351,119,977

      物件費等 3,008,769,511

        物件費 1,815,068,609

        維持補修費 231,509,499

        減価償却費 962,180,220

        その他 11,183

      その他の業務費用 277,166,109

        支払利息 146,133,084

        徴収不能引当金繰入額 8,452,573

        その他 122,580,452

    移転費用 9,147,085,176

      補助金等 8,193,255,204

      社会保障給付 935,976,807

      その他 17,853,165

  経常収益 2,109,963,502

    使用料及び手数料 1,870,498,889

    その他 239,464,613

純経常行政コスト 12,349,181,360

  臨時損失 123,690,644

    災害復旧事業費 4,469,275

    資産除売却損 118,982,836

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 238,533

  臨時利益 50,720,129

    資産売却益 1,733,548

    その他 48,986,581

純行政コスト 12,422,151,875



【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 20,304,669,551 32,095,235,772 -11,790,566,221 -

  純行政コスト（△） -12,422,151,875 -12,422,151,875 -

  財源 13,032,723,306 13,032,723,306 -

    税収等 8,609,126,414 8,609,126,414 -

    国県等補助金 4,423,596,892 4,423,596,892 -

  本年度差額 610,571,431 610,571,431 -

  固定資産等の変動（内部変動） 473,223,450 -473,223,450

    有形固定資産等の増加 1,501,279,322 -1,501,279,322

    有形固定資産等の減少 -1,081,163,059 1,081,163,059

    貸付金・基金等の増加 640,968,148 -640,968,148

    貸付金・基金等の減少 -587,860,961 587,860,961

  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 179,639,925 355,169,355 -175,529,430 -

  その他 74,903,907 47,068,023 27,835,884

  本年度純資産変動額 795,048,268 805,393,833 -10,345,565 -

本年度末純資産残高 21,099,717,819 32,900,629,605 -11,800,911,786 -

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）

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 13,620,944,139

    業務費用支出 4,473,858,963

      人件費支出 2,082,904,788

      物件費等支出 2,058,386,894

      支払利息支出 146,133,084

      その他の支出 186,434,197

    移転費用支出 9,147,085,176

      補助金等支出 8,193,255,204

      社会保障給付支出 935,976,807

      その他の支出 17,853,165

  業務収入 14,586,045,323

    税収等収入 8,562,640,090

    国県等補助金収入 3,924,020,915

    使用料及び手数料収入 1,853,394,637

    その他の収入 245,989,681

  臨時支出 4,707,808

    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 960,399,562

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,156,258,897

    公共施設等整備費支出 1,407,628,423

    基金積立金支出 357,473,615

    投資及び出資金支出 117,536,306

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 223,620,553

  投資活動収入 966,837,418

    国県等補助金収入 471,793,229

    基金取崩収入 407,256,125

    貸付金元金回収収入 50,493,502

    資産売却収入 1,733,551

    その他の収入 35,561,011

投資活動収支 -1,189,421,479

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,098,740,454

    地方債等償還支出 936,460,968

    その他の支出 162,279,486

  財務活動収入 1,182,735,235

    地方債等発行収入 1,000,671,779

    その他の収入 182,063,456

前年度末歳計外現金残高 15,957,845

本年度歳計外現金増減額 259,209

本年度末歳計外現金残高 16,217,054

本年度末現金預金残高 2,172,988,086

財務活動収支 83,994,781

本年度資金収支額 -145,027,136

前年度末資金残高 2,273,564,307

比例連結割合変更に伴う差額 28,233,861

本年度末資金残高 2,156,771,032


