
【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 38,625,484,334   固定負債 14,481,876,929

    有形固定資産 36,651,754,377     地方債等 12,607,318,527

      事業用資産 9,224,293,836     長期未払金 -

        土地 1,871,101,831     退職手当引当金 859,953,411

        立木竹 48,347,850     損失補償等引当金 -

        建物 14,999,335,695     その他 1,014,604,991

        建物減価償却累計額 -7,926,078,982   流動負債 1,788,131,241

        工作物 579,935,203     １年内償還予定地方債等 1,443,415,120

        工作物減価償却累計額 -370,794,441     未払金 109,683,665

        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 157,819,776

        航空機 -     預り金 73,760,563

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,452,117

        その他 22,100,000 負債合計 16,270,008,170

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 346,680   固定資産等形成分 40,854,022,533

      インフラ資産 26,837,812,103   余剰分（不足分） -15,341,751,653

        土地 685,237,643   他団体出資等分 -

        建物 1,033,758,699

        建物減価償却累計額 -610,304,583

        工作物 56,484,884,293

        工作物減価償却累計額 -30,801,023,929

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 45,259,980

      物品 2,325,920,235

      物品減価償却累計額 -1,736,271,797

    無形固定資産 11,382,976

      ソフトウェア 11,382,976

      その他 -

    投資その他の資産 1,962,346,981

      投資及び出資金 104,647,132

        有価証券 19,250,000

        出資金 85,397,132

        その他 -

      長期延滞債権 186,640,173

      長期貸付金 10,308,000

      基金 1,667,204,298

        減債基金 -

        その他 1,667,204,298

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,529,690

  流動資産 3,156,794,716

    現金預金 508,027,867

    未収金 403,530,854

    短期貸付金 2,168,320

    基金 2,226,369,879

      財政調整基金 820,389,304

      減債基金 1,405,980,575

    棚卸資産 21,938,654

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,240,858

  繰延資産 - 純資産合計 25,512,270,880

資産合計 41,782,279,050 負債及び純資産合計 41,782,279,050

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 6,205,027

    その他 58,962

純行政コスト 8,130,489,142

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 6,263,989

  臨時損失 82,202,180

    災害復旧事業費 43,804,095

    資産除売却損 38,398,085

    使用料及び手数料 2,063,772,476

    その他 433,204,791

純経常行政コスト 8,054,550,951

      社会保障給付 687,901,610

      その他 25,442,700

  経常収益 2,496,977,267

        その他 117,671,022

    移転費用 3,671,841,559

      補助金等 2,958,497,249

      その他の業務費用 324,100,030

        支払利息 201,611,284

        徴収不能引当金繰入額 4,817,724

        維持補修費 172,281,341

        減価償却費 1,692,868,466

        その他 -

        その他 202,136,474

      物件費等 3,785,583,057

        物件費 1,920,433,250

        職員給与費 2,342,169,622

        賞与等引当金繰入額 157,819,776

        退職手当引当金繰入額 67,877,700

  経常費用 10,551,528,218

    業務費用 6,879,686,659

      人件費 2,770,003,572

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 26,124,788,708 42,285,591,517 -16,160,802,809 -

  純行政コスト（△） -8,130,489,142 -8,130,489,142 -

  財源 7,486,215,341 7,486,215,341 -

    税収等 5,946,077,058 5,946,077,058 -

    国県等補助金 1,540,138,283 1,540,138,283 -

  本年度差額 -644,273,801 -644,273,801 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,438,634,546 1,438,634,546

    有形固定資産等の増加 607,240,757 -607,240,757

    有形固定資産等の減少 -1,732,176,290 1,732,176,290

    貸付金・基金等の増加 106,151,893 -106,151,893

    貸付金・基金等の減少 -419,850,906 419,850,906

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,449,056 2,449,056

  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 29,306,917 4,616,506 24,690,411

  本年度純資産変動額 -612,517,828 -1,431,568,984 819,051,156 -

本年度末純資産残高 25,512,270,880 40,854,022,533 -15,341,751,653 -

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 93,433,805

本年度歳計外現金増減額 -31,332,207

本年度末歳計外現金残高 62,101,598

本年度末現金預金残高 508,027,867

財務活動収支 -710,392,744

本年度資金収支額 119,945,556

前年度末資金残高 325,980,713

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 445,926,269

    地方債等償還支出 1,359,053,782

    その他の支出 4,360,962

  財務活動収入 653,022,000

    地方債等発行収入 649,800,000

    その他の収入 3,222,000

    資産売却収入 6,766,074

    その他の収入 1,644,948

投資活動収支 -192,401,111

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,363,414,744

    その他の支出 -

  投資活動収入 517,957,937

    国県等補助金収入 97,215,000

    基金取崩収入 410,856,000

    貸付金元金回収収入 1,475,915

  投資活動支出 710,359,048

    公共施設等整備費支出 607,240,757

    基金積立金支出 101,793,291

    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 1,022,739,411

【投資活動収支】

    税収等収入 5,853,097,382

    国県等補助金収入 1,420,718,771

    使用料及び手数料収入 2,095,863,955

    その他の収入 433,373,090

  臨時支出 43,804,095

    移転費用支出 3,672,228,859

      補助金等支出 2,958,497,249

      社会保障給付支出 687,901,610

      その他の支出 25,830,000

  業務収入 9,803,053,198

    業務費用支出 5,068,084,696

      人件費支出 2,694,293,158

      物件費等支出 2,057,961,314

      支払利息支出 201,611,284

      その他の支出 114,218,940

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 8,740,313,555


