
【様式第1号】

（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 233,812,340,430   固定負債 78,922,448,853

    有形固定資産 222,387,092,889     地方債等 37,149,728,287

      事業用資産 89,890,176,568     長期未払金 335,999,340

        土地 48,672,739,435     退職手当引当金 6,461,046,859

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 2,279,561,000

        立木竹 26,185,680     その他 32,696,113,367

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 9,238,092,295

        建物 95,112,729,630     １年内償還予定地方債等 5,255,459,074

        建物減価償却累計額 -56,666,615,428     未払金 1,975,555,889

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 5,705,301,355     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -3,474,604,670     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 753,242,733

        船舶 -     預り金 1,253,834,599

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 88,160,541,148

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 238,019,187,208

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -76,684,289,740

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 845,644,200

        その他減価償却累計額 -368,900,700

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 37,697,066

      インフラ資産 127,125,779,049

        土地 37,637,096,567

        土地減損損失累計額 -

        建物 6,373,023,501

        建物減価償却累計額 -650,335,208

        建物減損損失累計額 -

        工作物 122,552,505,122

        工作物減価償却累計額 -53,154,337,792

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 14,367,826,859

      物品 15,119,302,910

      物品減価償却累計額 -9,748,165,638

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 3,918,546,323

      ソフトウェア 309,136,656

      その他 3,609,409,667

    投資その他の資産 7,506,701,218

      投資及び出資金 385,408,770

        有価証券 -

        出資金 385,408,770

        その他 -

      長期延滞債権 634,379,386

      長期貸付金 92,750,000

      基金 6,440,601,413

        減債基金 39,688,218

        その他 6,400,913,195

      その他 -

      徴収不能引当金 -46,438,351

  流動資産 15,683,098,186

    現金預金 8,846,323,029

    未収金 2,585,919,496

    短期貸付金 -

    基金 4,206,846,778

      財政調整基金 4,206,846,778

      減債基金 -

    棚卸資産 97,645,427

    その他 12,454,000

    徴収不能引当金 -66,090,544

  繰延資産 - 純資産合計 161,334,897,468

資産合計 249,495,438,616 負債及び純資産合計 249,495,438,616

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 171,700,324

    その他 20,504,245

純行政コスト 49,829,821,869

    損失補償等引当金繰入額 201,527,000

    その他 449,434,102

  臨時利益 192,204,569

  臨時損失 667,080,812

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 16,119,710

    使用料及び手数料 16,059,914,575

    その他 1,571,403,301

純経常行政コスト 49,354,945,626

      社会保障給付 28,652,198,879

      その他 174,158,246

  経常収益 17,631,317,876

        その他 988,937,272

    移転費用 32,864,163,140

      補助金等 4,037,806,015

      その他の業務費用 1,842,163,524

        支払利息 799,501,901

        徴収不能引当金繰入額 53,724,351

        維持補修費 1,077,007,278

        減価償却費 6,457,129,456

        その他 11,777,749

        その他 2,379,487,321

      物件費等 19,947,253,149

        物件費 12,401,338,666

        職員給与費 9,049,962,190

        賞与等引当金繰入額 744,529,139

        退職手当引当金繰入額 158,705,039

  経常費用 66,986,263,502

    業務費用 34,122,100,362

      人件費 12,332,683,689

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】

（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 160,084,484,131 240,125,591,167 -80,041,107,036 -

  純行政コスト（△） -49,829,821,869 -49,829,821,869 -

  財源 52,237,416,398 52,237,416,398 -

    税収等 39,375,087,972 39,375,087,972 -

    国県等補助金 12,862,328,426 12,862,328,426 -

  本年度差額 2,407,594,529 2,407,594,529 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,598,821,545 1,598,821,545

    有形固定資産等の増加 4,424,093,293 -4,424,093,293

    有形固定資産等の減少 -7,466,508,600 7,461,852,397

    貸付金・基金等の増加 2,040,526,946 -2,040,526,946

    貸付金・基金等の減少 -596,933,184 601,589,387

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 639,109,586 639,109,586

  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 -1,796,290,778 -1,146,692,000 -649,598,778

  本年度純資産変動額 1,250,413,337 -2,106,403,959 3,356,817,296 -

本年度末純資産残高 161,334,897,468 238,019,187,208 -76,684,289,740 -

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 1,241,143,500

本年度歳計外現金増減額 9,615,461

本年度末歳計外現金残高 1,250,758,961

本年度末現金預金残高 8,846,323,029

財務活動収支 -4,982,938,050

本年度資金収支額 -100,585,771

前年度末資金残高 7,696,149,839

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 7,595,564,068

    地方債等償還支出 5,455,624,230

    その他の支出 168,713,820

  財務活動収入 641,400,000

    地方債等発行収入 641,400,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 171,700,324

    その他の収入 468,326,265

投資活動収支 -3,263,273,518

【財務活動収支】

  財務活動支出 5,624,338,050

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,574,600,872

    国県等補助金収入 626,873,503

    基金取崩収入 52,120,780

    貸付金元金回収収入 255,580,000

  投資活動支出 4,837,874,390

    公共施設等整備費支出 4,013,372,233

    基金積立金支出 564,002,157

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 260,500,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 346,951,903

  臨時収入 66,900

業務活動収支 8,145,625,797

【投資活動収支】

    税収等収入 39,149,275,238

    国県等補助金収入 12,313,618,762

    使用料及び手数料収入 16,014,853,928

    その他の収入 1,558,640,783

  臨時支出 346,951,903

    移転費用支出 32,864,163,140

      補助金等支出 4,037,806,015

      社会保障給付支出 28,652,198,879

      その他の支出 174,158,246

  業務収入 69,036,388,711

    業務費用支出 27,679,714,771

      人件費支出 12,270,609,011

      物件費等支出 13,613,037,950

      支払利息支出 799,501,901

      その他の支出 996,565,909

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 60,543,877,911


