
【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 96,506,201,836   固定負債 20,589,194,730

    有形固定資産 91,786,917,260     地方債等 15,405,658,998

      事業用資産 37,006,762,376     長期未払金 -

        土地 19,933,534,370     退職手当引当金 3,321,463,331

        立木竹 3,600,000     損失補償等引当金 139,545

        建物 38,052,653,786     その他 1,861,932,856

        建物減価償却累計額 -21,972,828,282   流動負債 2,837,383,052

        工作物 2,869,256,220     １年内償還予定地方債等 1,693,642,625

        工作物減価償却累計額 -2,046,422,855     未払金 72,575,976

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 19,000

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 278,631,413

        航空機 -     預り金 422,686,219

        航空機減価償却累計額 -     その他 369,827,819

        その他 - 負債合計 23,426,577,782

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 166,969,137   固定資産等形成分 98,178,363,252

      インフラ資産 52,875,973,071   余剰分（不足分） -17,453,445,398

        土地 33,846,969,754   他団体出資等分 -

        建物 974,586,582

        建物減価償却累計額 -560,117,742

        工作物 33,008,514,647

        工作物減価償却累計額 -14,528,623,770

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 134,643,600

      物品 5,543,847,707

      物品減価償却累計額 -3,639,665,894

    無形固定資産 23,796,080

      ソフトウェア 23,339,276

      その他 456,804

    投資その他の資産 4,695,488,496

      投資及び出資金 9,429,000

        有価証券 -

        出資金 9,429,000

        その他 -

      長期延滞債権 605,391,494

      長期貸付金 5,989,000

      基金 4,135,291,988

        減債基金 3,086,000

        その他 4,132,205,988

      その他 -

      徴収不能引当金 -60,612,986

  流動資産 7,645,293,800

    現金預金 5,613,337,489

    未収金 286,535,224

    短期貸付金 5,450,000

    基金 1,666,711,416

      財政調整基金 1,666,711,416

      減債基金 -

    棚卸資産 83,732,014

    その他 5,353,850

    徴収不能引当金 -15,826,193

  繰延資産 - 純資産合計 80,724,917,854

資産合計 104,151,495,636 負債及び純資産合計 104,151,495,636

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 20,778,749

    その他 1,679,529,696

純行政コスト 33,049,514,219

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,700,308,445

  臨時損失 2,537,581

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,537,581

    使用料及び手数料 1,533,588,813

    その他 914,645,977

純経常行政コスト 34,747,285,083

      社会保障給付 10,836,176,002

      その他 204,506,254

  経常収益 2,448,234,790

        その他 292,692,363

    移転費用 26,257,596,918

      補助金等 14,624,571,662

      その他の業務費用 497,357,766

        支払利息 129,862,240

        徴収不能引当金繰入額 74,803,163

        維持補修費 421,284,297

        減価償却費 1,797,363,052

        その他 13,700,761

        その他 526,527,103

      物件費等 6,051,675,810

        物件費 3,819,327,700

        職員給与費 3,475,602,781

        賞与等引当金繰入額 275,151,707

        退職手当引当金繰入額 111,607,788

  経常費用 37,195,519,873

    業務費用 10,937,922,955

      人件費 4,388,889,379

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 74,140,773,370 93,136,552,929 -18,995,779,559 -

  純行政コスト（△） -33,049,514,219 -33,049,514,219 -

  財源 37,027,965,584 37,027,965,584 -

    税収等 26,024,399,607 26,024,399,607 -

    国県等補助金 11,003,565,977 11,003,565,977 -

  本年度差額 3,978,451,365 3,978,451,365 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,442,168,068 -2,442,168,068

    有形固定資産等の増加 2,776,902,597 -2,776,902,597

    有形固定資産等の減少 -1,639,281,309 1,639,281,309

    貸付金・基金等の増加 5,190,292,840 -5,190,292,840

    貸付金・基金等の減少 -3,885,746,060 3,885,746,060

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,606,401,883 2,606,401,883

  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 -2,129,282 -4,759,628 2,630,346 -

  その他 1,420,518 -2,000,000 3,420,518

  本年度純資産変動額 6,584,144,484 5,041,810,323 1,542,334,161 -

本年度末純資産残高 80,724,917,854 98,178,363,252 -17,453,445,398 -

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 343,744,998

本年度歳計外現金増減額 78,588,691

本年度末歳計外現金残高 422,333,689

本年度末現金預金残高 5,613,337,489

財務活動収支 -777,956,441

本年度資金収支額 1,600,943,828

前年度末資金残高 3,587,718,814

比例連結割合変更に伴う差額 2,341,158

本年度末資金残高 5,191,003,800

    地方債等償還支出 1,701,730,448

    その他の支出 141,158,993

  財務活動収入 1,064,933,000

    地方債等発行収入 1,064,933,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 20,778,749

    その他の収入 -

投資活動収支 -3,301,228,619

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,842,889,441

    その他の支出 3,175

  投資活動収入 1,073,070,766

    国県等補助金収入 320,813,532

    基金取崩収入 718,703,485

    貸付金元金回収収入 12,775,000

  投資活動支出 4,374,299,385

    公共施設等整備費支出 2,776,642,597

    基金積立金支出 1,584,140,613

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 13,513,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 1,678,453,062

業務活動収支 5,680,128,888

【投資活動収支】

    税収等収入 26,076,659,140

    国県等補助金収入 10,744,779,977

    使用料及び手数料収入 1,519,776,379

    その他の収入 792,424,340

  臨時支出 -

    移転費用支出 26,258,799,905

      補助金等支出 14,624,571,662

      社会保障給付支出 10,836,176,002

      その他の支出 205,709,241

  業務収入 39,133,639,836

    業務費用支出 8,873,164,105

      人件費支出 4,256,404,038

      物件費等支出 4,245,682,500

      支払利息支出 129,862,240

      その他の支出 241,215,327

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 35,131,964,010


