
【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 118,387,931,573   固定負債 33,502,393,408

    有形固定資産 110,863,604,009     地方債等 28,737,980,031

      事業用資産 31,599,064,669     長期未払金 -

        土地 5,867,241,027     退職手当引当金 1,092,380,000

        立木竹 53,242,000     損失補償等引当金 -

        建物 48,510,471,940     その他 3,672,033,377

        建物減価償却累計額 -27,387,437,063   流動負債 3,617,315,349

        工作物 5,433,529,658     １年内償還予定地方債等 3,144,557,438

        工作物減価償却累計額 -1,733,450,578     未払金 77,959,784

        船舶 221,581,600     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -216,745,595     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 236,367,127

        航空機 -     預り金 70,055,981

        航空機減価償却累計額 -     その他 88,375,019

        その他 - 負債合計 37,119,708,757

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 850,631,680   固定資産等形成分 123,010,956,952

      インフラ資産 77,452,091,398   余剰分（不足分） -35,072,032,673

        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 4,940,679,468

      物品減価償却累計額 -3,128,231,526

    無形固定資産 265,727,478

      ソフトウェア 265,727,478

      その他 -

    投資その他の資産 7,258,600,086

      投資及び出資金 558,842,550

        有価証券 41,185,550

        出資金 517,657,000

        その他 -

      長期延滞債権 532,410,631

      長期貸付金 1,608,000

      基金 6,193,773,946

        減債基金 -

        その他 6,193,773,946

      その他 -

      徴収不能引当金 -28,035,041

  流動資産 6,670,701,463

    現金預金 1,871,579,751

    未収金 221,883,686

    短期貸付金 -

    基金 4,623,025,379

      財政調整基金 1,858,971,431

      減債基金 2,764,053,948

    棚卸資産 22,433,272

    その他 -

    徴収不能引当金 -68,220,625

  繰延資産 - 純資産合計 87,938,924,279

資産合計 125,058,633,036 負債及び純資産合計 125,058,633,036

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 51,652,718

    その他 310,784

純行政コスト 28,832,476,835

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,064,047

  臨時利益 51,963,502

  臨時損失 920,777,624

    災害復旧事業費 792,501,127

    資産除売却損 125,212,450

    使用料及び手数料 1,142,233,995

    その他 506,258,749

純経常行政コスト 27,963,662,713

      社会保障給付 2,298,385,617

      その他 188,063,753

  経常収益 1,648,492,744

        その他 238,228,811

    移転費用 14,585,114,330

      補助金等 12,098,664,960

      その他の業務費用 581,315,032

        支払利息 281,398,715

        徴収不能引当金繰入額 61,687,506

        維持補修費 310,982,470

        減価償却費 5,081,522,747

        その他 -

        その他 1,065,473,435

      物件費等 9,747,379,541

        物件費 4,354,874,324

        職員給与費 2,994,689,979

        賞与等引当金繰入額 236,364,549

        退職手当引当金繰入額 401,818,591

  経常費用 29,612,155,457

    業務費用 15,027,041,127

      人件費 4,698,346,554

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 85,847,373,480 121,529,636,265 -35,682,262,785 -

  純行政コスト（△） -28,832,476,835 -28,832,476,835 -

  財源 27,316,219,276 27,316,219,276 -

    税収等 18,695,635,532 18,695,635,532 -

    国県等補助金 8,620,583,744 8,620,583,744 -

  本年度差額 -1,516,257,559 -1,516,257,559 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,843,574,887 1,843,574,887

    有形固定資産等の増加 3,853,813,964 -3,853,813,964

    有形固定資産等の減少 -5,211,800,025 5,211,800,025

    貸付金・基金等の増加 1,525,677,494 -1,525,677,494

    貸付金・基金等の減少 -2,011,266,320 2,011,266,320

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 3,324,895,574 3,324,895,574

  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 282,912,784 - 282,912,784

  本年度純資産変動額 2,091,550,799 1,481,320,687 610,230,112 -

本年度末純資産残高 87,938,924,279 123,010,956,952 -35,072,032,673 -

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 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 1,871,579,751

財務活動収支 -47,050,213

本年度資金収支額 195,430,920

前年度末資金残高 1,606,092,850

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,801,523,770

    地方債等償還支出 3,178,096,202

    その他の支出 65,492,408

  財務活動収入 3,196,538,397

    地方債等発行収入 3,093,600,000

    その他の収入 102,938,397

    資産売却収入 56,717,546

    その他の収入 34,958,584

投資活動収支 -1,826,173,093

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,243,588,610

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,874,391,917

    国県等補助金収入 1,447,827,177

    基金取崩収入 1,284,883,610

    貸付金元金回収収入 50,005,000

  投資活動支出 4,700,565,010

    公共施設等整備費支出 3,847,556,012

    基金積立金支出 793,008,998

    投資及び出資金支出 10,000,000

    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 3,064,047

  臨時収入 276,105,000

業務活動収支 2,068,654,226

【投資活動収支】

    税収等収入 18,670,051,794

    国県等補助金収入 6,972,114,530

    使用料及び手数料収入 1,195,924,582

    その他の収入 502,156,498

  臨時支出 795,565,174

    移転費用支出 14,585,114,330

      補助金等支出 12,098,664,960

      社会保障給付支出 2,298,385,617

      その他の支出 188,063,753

  業務収入 27,340,247,404

    業務費用支出 10,167,018,674

      人件費支出 4,862,675,632

      物件費等支出 4,792,433,759

      支払利息支出 281,398,715

      その他の支出 230,510,568

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 24,752,133,004


