
【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 36,205,949,132   固定負債 7,386,792,968

    有形固定資産 32,659,121,641     地方債等 6,412,184,012

      事業用資産 20,498,235,150     長期未払金 8,628

        土地 12,513,008,065     退職手当引当金 945,158,909

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,224,574,954     その他 29,441,419

        建物減価償却累計額 -8,394,154,198   流動負債 749,476,720

        工作物 6,602,419,785     １年内償還予定地方債等 580,692,933

        工作物減価償却累計額 -4,461,079,099     未払金 4,573

        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 88,759,084

        航空機 -     預り金 57,966,222

        航空機減価償却累計額 -     その他 22,053,908

        その他 - 負債合計 8,136,269,688

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 13,465,643   固定資産等形成分 37,938,739,644

      インフラ資産 11,990,730,695   余剰分（不足分） -7,450,494,300

        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 1,162,632,004

      物品減価償却累計額 -992,476,208

    無形固定資産 94,397,054

      ソフトウェア 94,393,870

      その他 3,184

    投資その他の資産 3,452,430,437

      投資及び出資金 2,754,000

        有価証券 -

        出資金 2,754,000

        その他 -

      長期延滞債権 166,636,222

      長期貸付金 22,066,607

      基金 3,247,384,108

        減債基金 -

        その他 3,247,384,108

      その他 20,603,125

      徴収不能引当金 -7,013,625

  流動資産 2,418,565,900

    現金預金 587,850,017

    未収金 58,218,119

    短期貸付金 5,298,149

    基金 1,727,492,363

      財政調整基金 1,169,360,273

      減債基金 558,132,090

    棚卸資産 41,310,926

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,603,674

  繰延資産 - 純資産合計 30,488,245,344

資産合計 38,624,515,032 負債及び純資産合計 38,624,515,032

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 41,072,215

    その他 -

純行政コスト 13,136,613,779

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 41,072,215

  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 232,951,438

    その他 154,742,090

純経常行政コスト 13,147,965,958

      社会保障給付 910,531,133

      その他 18,708,763

  経常収益 387,693,528

        その他 60,761,461

    移転費用 8,877,059,943

      補助金等 7,761,145,047

      その他の業務費用 129,200,781

        支払利息 63,090,595

        徴収不能引当金繰入額 5,348,725

        維持補修費 181,740,814

        減価償却費 942,684,424

        その他 294,651

        その他 108,702,905

      物件費等 3,215,577,109

        物件費 2,090,857,220

        職員給与費 1,025,689,658

        賞与等引当金繰入額 88,758,701

        退職手当引当金繰入額 90,670,389

  経常費用 13,535,659,486

    業務費用 4,658,599,543

      人件費 1,313,821,653

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 30,818,443,322 38,261,217,884 -7,442,774,562 -

  純行政コスト（△） -13,136,613,779 -13,136,613,779 -

  財源 13,000,151,063 13,000,151,063 -

    税収等 8,405,968,127 8,405,968,127 -

    国県等補助金 4,594,182,936 4,594,182,936 -

  本年度差額 -136,462,716 -136,462,716 -

  固定資産等の変動（内部変動） -87,729,655 87,729,655

    有形固定資産等の増加 1,182,961,614 -1,182,961,614

    有形固定資産等の減少 -1,210,898,619 1,210,898,619

    貸付金・基金等の増加 496,335,510 -496,335,510

    貸付金・基金等の減少 -556,128,160 556,128,160

  資産評価差額 -197,579,879 -197,579,879

  無償所管換等 -62,843,848 -62,843,848

  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 -3,873,885 -5,119,447 1,245,562 -

  その他 70,562,350 30,794,589 39,767,761

  本年度純資産変動額 -330,197,978 -322,478,240 -7,719,738 -

本年度末純資産残高 30,488,245,344 37,938,739,644 -7,450,494,300 -

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 67,995,082

本年度歳計外現金増減額 -10,631,602

本年度末歳計外現金残高 57,363,480

本年度末現金預金残高 587,850,017

財務活動収支 59,122,384

本年度資金収支額 -39,116,943

前年度末資金残高 566,601,872

比例連結割合変更に伴う差額 3,001,608

本年度末資金残高 530,486,537

    地方債等償還支出 552,276,793

    その他の支出 22,740,420

  財務活動収入 634,139,597

    地方債等発行収入 634,139,597

    その他の収入 -

    資産売却収入 304,660,174

    その他の収入 -

投資活動収支 -364,061,618

【財務活動収支】

  財務活動支出 575,017,213

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,151,101,080

    国県等補助金収入 437,375,175

    基金取崩収入 402,717,542

    貸付金元金回収収入 6,348,189

  投資活動支出 1,515,162,698

    公共施設等整備費支出 1,172,367,261

    基金積立金支出 342,795,437

    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 265,822,291

【投資活動収支】

    税収等収入 8,398,181,800

    国県等補助金収入 4,156,807,761

    使用料及び手数料収入 233,907,861

    その他の収入 155,588,747

  臨時支出 25,093,800

    移転費用支出 8,877,059,943

      補助金等支出 7,761,145,047

      社会保障給付支出 910,531,133

      その他の支出 18,708,763

  業務収入 12,944,486,169

    業務費用支出 3,776,510,135

      人件費支出 1,298,657,843

      物件費等支出 2,275,871,920

      支払利息支出 63,090,595

      その他の支出 138,889,777

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 12,653,570,078


