
【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 34,752,051,952   固定負債 6,883,876,474

    有形固定資産 31,265,320,382     地方債等 6,060,544,097

      事業用資産 19,176,070,933     長期未払金 -

        土地 11,792,073,964     退職手当引当金 795,493,000

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 12,996,877,959     その他 27,839,377

        建物減価償却累計額 -7,688,919,027   流動負債 647,790,354

        工作物 6,058,200,780     １年内償還予定地方債等 499,698,598

        工作物減価償却累計額 -3,994,327,863     未払金 -

        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 71,899,261

        航空機 -     預り金 54,949,225

        航空機減価償却累計額 -     その他 21,243,270

        その他 - 負債合計 7,531,666,828

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 12,165,120   固定資産等形成分 36,416,177,143

      インフラ資産 11,990,730,695   余剰分（不足分） -7,119,239,010

        土地 3,717,356,034   他団体出資等分 -

        建物 859,468,433

        建物減価償却累計額 -725,952,542

        工作物 18,043,852,765

        工作物減価償却累計額 -10,831,022,072

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 927,028,077

      物品 692,966,636

      物品減価償却累計額 -594,447,882

    無形固定資産 92,010,863

      ソフトウェア 92,010,863

      その他 -

    投資その他の資産 3,394,720,707

      投資及び出資金 22,754,000

        有価証券 -

        出資金 22,754,000

        その他 -

      長期延滞債権 160,082,303

      長期貸付金 22,066,607

      基金 3,193,561,344

        減債基金 -

        その他 3,193,561,344

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,743,547

  流動資産 2,076,553,009

    現金預金 360,319,892

    未収金 53,658,956

    短期貸付金 5,298,149

    基金 1,658,827,042

      財政調整基金 1,100,694,952

      減債基金 558,132,090

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,551,030

  繰延資産 - 純資産合計 29,296,938,133

資産合計 36,828,604,961 負債及び純資産合計 36,828,604,961

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）

    資産売却益 33,371,141

    その他 -

純行政コスト 9,022,849,074

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 33,371,141

  臨時損失 29,720,036

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 29,720,036

    使用料及び手数料 103,175,398

    その他 144,555,645

純経常行政コスト 9,026,500,179

      社会保障給付 910,531,133

      その他 18,170,600

  経常収益 247,731,043

        その他 65,832,717

    移転費用 5,376,629,809

      補助金等 4,261,253,076

      その他の業務費用 129,165,019

        支払利息 58,037,725

        徴収不能引当金繰入額 5,294,577

        維持補修費 166,263,294

        減価償却費 842,127,615

        その他 -

        その他 103,728,938

      物件費等 2,697,547,609

        物件費 1,689,156,700

        職員給与費 817,318,259

        賞与等引当金繰入額 71,899,261

        退職手当引当金繰入額 77,942,327

  経常費用 9,274,231,222

    業務費用 3,897,601,413

      人件費 1,070,888,785

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：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 29,720,145,883 36,672,117,261 -6,951,971,378 -

  純行政コスト（△） -9,022,849,074 -9,022,849,074 -

  財源 8,828,765,871 8,828,765,871 -

    税収等 6,288,024,423 6,288,024,423 -

    国県等補助金 2,540,741,448 2,540,741,448 -

  本年度差額 -194,083,203 -194,083,203 -

  固定資産等の変動（内部変動） -28,156,624 28,156,624

    有形固定資産等の増加 1,164,657,102 -1,164,657,102

    有形固定資産等の減少 -1,110,341,810 1,110,341,810

    貸付金・基金等の増加 463,216,713 -463,216,713

    貸付金・基金等の減少 -545,688,629 545,688,629

  資産評価差額 -197,579,879 -197,579,879

  無償所管換等 -62,839,034 -62,839,034

  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 31,294,366 32,635,419 -1,341,053

  本年度純資産変動額 -423,207,750 -255,940,118 -167,267,632 -

本年度末純資産残高 29,296,938,133 36,416,177,143 -7,119,239,010 -

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）

前年度末歳計外現金残高 65,730,571

本年度歳計外現金増減額 -10,781,346

本年度末歳計外現金残高 54,949,225

本年度末現金預金残高 360,319,892

財務活動収支 124,033,160

本年度資金収支額 -30,128,523

前年度末資金残高 335,499,190

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 305,370,667

    地方債等償還支出 486,508,420

    その他の支出 22,740,420

  財務活動収入 633,282,000

    地方債等発行収入 633,282,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 296,959,100

    その他の収入 -

投資活動収支 -337,630,497

【財務活動収支】

  財務活動支出 509,248,840

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,131,678,554

    国県等補助金収入 434,479,844

    基金取崩収入 393,891,421

    貸付金元金回収収入 6,348,189

  投資活動支出 1,469,309,051

    公共施設等整備費支出 1,158,455,742

    基金積立金支出 310,853,309

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 25,093,800

  臨時収入 -

業務活動収支 183,468,814

【投資活動収支】

    税収等収入 6,280,230,376

    国県等補助金収入 2,106,261,604

    使用料及び手数料収入 104,151,897

    その他の収入 137,899,751

  臨時支出 25,093,800

    移転費用支出 5,376,629,809

      補助金等支出 4,261,253,076

      社会保障給付支出 910,531,133

      その他の支出 18,170,600

  業務収入 8,628,543,628

    業務費用支出 3,043,351,205

      人件費支出 1,064,163,901

      物件費等支出 1,855,419,994

      支払利息支出 58,037,725

      その他の支出 65,729,585

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 8,419,981,014


