
【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 129,061,165,298   固定負債 41,012,828,275

    有形固定資産 119,067,375,487     地方債等 32,921,040,978

      事業用資産 38,577,350,726     長期未払金 -

        土地 6,672,393,435     退職手当引当金 2,986,644,802

        立木竹 60,937,329     損失補償等引当金 -

        建物 58,585,650,443     その他 5,105,142,495

        建物減価償却累計額 -31,460,202,279   流動負債 5,021,000,187

        工作物 5,703,282,884     １年内償還予定地方債等 3,652,286,156

        工作物減価償却累計額 -1,903,804,778     未払金 694,324,209

        船舶 221,581,600     未払費用 23,875,476

        船舶減価償却累計額 -216,745,595     前受金 21,926

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 395,179,052

        航空機 -     預り金 99,827,774

        航空機減価償却累計額 -     その他 155,485,594

        その他 17,714,000 負債合計 46,033,828,462

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 896,543,687   固定資産等形成分 133,711,974,279

      インフラ資産 77,452,091,398   余剰分（不足分） -40,260,753,652

        土地 321,416,750   他団体出資等分 -

        建物 2,941,934,102

        建物減価償却累計額 -1,039,581,304

        工作物 262,786,847,831

        工作物減価償却累計額 -188,156,543,191

        その他 1,325,218,806

        その他減価償却累計額 -853,847,130

        建設仮勘定 126,645,534

      物品 8,660,865,770

      物品減価償却累計額 -5,622,932,407

    無形固定資産 405,608,992

      ソフトウェア 267,865,753

      その他 137,743,239

    投資その他の資産 9,588,180,819

      投資及び出資金 593,024,536

        有価証券 96,347,536

        出資金 496,677,000

        その他 -

      長期延滞債権 532,410,631

      長期貸付金 78,799,774

      基金 6,970,425,542

        減債基金 -

        その他 6,970,425,542

      その他 1,441,555,377

      徴収不能引当金 -28,035,041

  流動資産 10,417,279,265

    現金預金 4,666,761,368

    未収金 1,103,961,226

    短期貸付金 -

    基金 4,650,808,981

      財政調整基金 1,886,755,033

      減債基金 2,764,053,948

    棚卸資産 81,483,972

    その他 4,884,457

    徴収不能引当金 -90,620,739

  繰延資産 6,604,526 純資産合計 93,451,220,627

資産合計 139,485,049,089 負債及び純資産合計 139,485,049,089

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 52,404,926

    その他 60,294,082

純行政コスト 33,909,964,857

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 116,576,242

  臨時利益 112,699,008

  臨時損失 1,034,318,320

    災害復旧事業費 792,501,127

    資産除売却損 125,240,951

    使用料及び手数料 5,951,936,275

    その他 1,192,160,965

純経常行政コスト 32,988,345,545

      社会保障給付 2,298,462,215

      その他 629,746,377

  経常収益 7,144,097,240

        その他 555,351,416

    移転費用 18,786,707,601

      補助金等 15,858,499,009

      その他の業務費用 973,871,785

        支払利息 355,718,588

        徴収不能引当金繰入額 62,801,781

        維持補修費 1,208,796,961

        減価償却費 5,693,643,105

        その他 760,471

        その他 1,260,458,921

      物件費等 12,649,948,501

        物件費 5,746,747,964

        職員給与費 6,067,045,169

        賞与等引当金繰入額 394,410,808

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 40,132,442,785

    業務費用 21,345,735,184

      人件費 7,721,914,898

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 91,314,896,069 132,220,569,527 -40,905,673,458 -

  純行政コスト（△） -33,909,964,857 -33,909,964,857 -

  財源 32,174,185,135 32,174,185,135 -

    税収等 23,428,531,976 23,428,531,976 -

    国県等補助金 8,745,653,159 8,745,653,159 -

  本年度差額 -1,735,779,722 -1,735,779,722 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,659,867,990 1,659,867,990

    有形固定資産等の増加 3,862,567,850 -3,862,567,850

    有形固定資産等の減少 -5,224,672,747 5,224,672,747

    貸付金・基金等の増加 1,719,134,423 -1,719,134,423

    貸付金・基金等の減少 -2,016,897,516 2,016,897,516

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,327,625,120 3,327,625,120

  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 -5,691,954 -863,441 -4,828,513 -

  その他 550,171,114 -175,488,937 725,660,051

  本年度純資産変動額 2,136,324,558 1,491,404,752 644,919,806 -

本年度末純資産残高 93,451,220,627 133,711,974,279 -40,260,753,652 -

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 64,424,578

本年度歳計外現金増減額 5,631,403

本年度末歳計外現金残高 70,055,981

本年度末現金預金残高 4,666,761,368

財務活動収支 82,415,795

本年度資金収支額 354,002,839

前年度末資金残高 4,247,271,428

比例連結割合変更に伴う差額 -4,568,880

本年度末資金残高 4,596,705,387

    地方債等償還支出 3,601,186,243

    その他の支出 67,679,686

  財務活動収入 3,751,281,724

    地方債等発行収入 3,400,436,453

    その他の収入 350,845,271

    資産売却収入 57,603,829

    その他の収入 37,806,679

投資活動収支 -2,308,021,621

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,668,865,929

    その他の支出 16,665,161

  投資活動収入 2,927,372,711

    国県等補助金収入 1,463,695,284

    基金取崩収入 1,318,261,919

    貸付金元金回収収入 50,005,000

  投資活動支出 5,235,394,332

    公共施設等整備費支出 4,140,260,966

    基金積立金支出 1,028,448,205

    投資及び出資金支出 20,000

    貸付金支出 50,000,000

    災害復旧事業費支出 792,501,127

    その他の支出 114,073,419

  臨時収入 286,173,370

業務活動収支 2,579,608,665

【投資活動収支】

    税収等収入 22,620,724,834

    国県等補助金収入 6,996,592,563

    使用料及び手数料収入 6,317,732,350

    その他の収入 1,228,446,129

  臨時支出 906,574,546

    移転費用支出 18,786,707,601

      補助金等支出 15,858,499,009

      社会保障給付支出 2,298,462,215

      その他の支出 629,746,377

  業務収入 37,163,495,876

    業務費用支出 15,176,778,434

      人件費支出 7,307,853,236

      物件費等支出 6,935,620,071

      支払利息支出 355,721,619

      その他の支出 577,583,508

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 33,963,486,035


