
【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 93,351,246,059   固定負債 18,929,046,716

    有形固定資産 89,685,010,917     地方債等 14,570,010,477

      事業用資産 34,983,649,564     長期未払金 -

        土地 19,587,916,661     退職手当引当金 2,507,300,254

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

        建物 29,885,252,074     その他 1,851,596,440

        建物減価償却累計額 -15,468,977,120   流動負債 2,677,369,118

        工作物 2,700,286,951     １年内償還予定地方債等 1,591,454,044

        工作物減価償却累計額 -1,891,398,139     未払金 68,341,750

        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 265,940,953

        航空機 -     預り金 386,391,628

        航空機減価償却累計額 -     その他 365,240,743

        その他 - 負債合計 21,606,415,834

        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 95,020,453,059

      インフラ資産 52,875,973,071   余剰分（不足分） -15,975,936,608

        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 5,328,954,601

      物品減価償却累計額 -3,503,566,319

    無形固定資産 15,959,427

      ソフトウェア 15,502,627

      その他 456,800

    投資その他の資産 3,650,275,715

      投資及び出資金 11,429,000

        有価証券 -

        出資金 11,429,000

        その他 -

      長期延滞債権 605,391,494

      長期貸付金 3,080,000

      基金 3,090,988,207

        減債基金 3,086,000

        その他 3,087,902,207

      その他 -

      徴収不能引当金 -60,612,986

  流動資産 7,299,686,226

    現金預金 5,355,949,035

    未収金 284,169,884

    短期貸付金 5,450,000

    基金 1,663,757,000

      財政調整基金 1,663,757,000

      減債基金 -

    棚卸資産 832,650

    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 79,044,516,451

資産合計 100,650,932,285 負債及び純資産合計 100,650,932,285

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 20,778,749

    その他 1,678,453,062

純行政コスト 24,792,723,477

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 1,699,231,811

  臨時損失 2,537,580

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2,537,580

    使用料及び手数料 1,327,202,733

    その他 688,269,390

純経常行政コスト 26,489,417,708

      社会保障給付 3,429,376,531

      その他 205,296,812

  経常収益 2,015,472,123

        その他 277,209,438

    移転費用 18,697,762,491

      補助金等 14,470,746,148

      その他の業務費用 478,017,295

        支払利息 126,004,694

        徴収不能引当金繰入額 74,803,163

        維持補修費 385,370,675

        減価償却費 1,641,459,277

        その他 3,874,311

        その他 525,338,512

      物件費等 5,243,157,456

        物件費 3,212,453,193

        職員給与費 3,186,559,766

        賞与等引当金繰入額 262,460,953

        退職手当引当金繰入額 111,593,358

  経常費用 28,504,889,831

    業務費用 9,807,127,340

      人件費 4,085,952,589

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 72,389,609,740 90,372,010,040 -17,982,400,300 -

  純行政コスト（△） -24,792,723,477 -24,792,723,477 -

  財源 28,818,086,375 28,818,086,375 -

    税収等 20,245,898,152 20,245,898,152 -

    国県等補助金 8,572,188,223 8,572,188,223 -

  本年度差額 4,025,362,898 4,025,362,898 -

  固定資産等の変動（内部変動） 2,021,575,374 -2,021,575,374

    有形固定資産等の増加 2,747,818,197 -2,747,818,197

    有形固定資産等の減少 -1,483,377,533 1,483,377,533

    貸付金・基金等の増加 4,572,915,602 -4,572,915,602

    貸付金・基金等の減少 -3,815,780,892 3,815,780,892

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 2,626,867,645 2,626,867,645

  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 2,676,168 - 2,676,168

  本年度純資産変動額 6,654,906,711 4,648,443,019 2,006,463,692 -

本年度末純資産残高 79,044,516,451 95,020,453,059 -15,975,936,608 -

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 305,753,024

本年度歳計外現金増減額 80,638,604

本年度末歳計外現金残高 386,391,628

本年度末現金預金残高 5,355,949,035

財務活動収支 -686,821,062

本年度資金収支額 1,595,497,833

前年度末資金残高 3,374,059,574

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 4,969,557,407

    地方債等償還支出 1,615,700,420

    その他の支出 136,053,642

  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 -3,281,554,067

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,751,754,062

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,004,309,249

    国県等補助金収入 320,317,500

    基金取崩収入 650,510,000

    貸付金元金回収収入 12,703,000

  投資活動支出 4,285,863,316

    公共施設等整備費支出 2,747,558,197

    基金積立金支出 1,524,792,119

    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 5,563,872,962

【投資活動収支】

    税収等収入 20,298,157,685

    国県等補助金収入 8,313,402,223

    使用料及び手数料収入 1,313,390,299

    その他の収入 566,066,373

  臨時支出 -

    移転費用支出 18,697,762,491

      補助金等支出 14,470,746,148

      社会保障給付支出 3,429,376,531

      その他の支出 205,296,812

  業務収入 30,491,016,580

    業務費用支出 7,907,834,189

      人件費支出 3,964,088,278

      物件費等支出 3,590,766,327

      支払利息支出 126,004,694

      その他の支出 226,974,890

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 26,605,596,680


