
【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 27,559,773,350   固定負債 6,786,101,352

    有形固定資産 24,531,936,439     地方債等 5,717,562,141

      事業用資産 7,455,528,959     長期未払金 -

        土地 503,567,018     退職手当引当金 954,444,000

        立木竹 1,299,752,560     損失補償等引当金 -

        建物 10,477,733,035     その他 114,095,211

        建物減価償却累計額 -6,007,253,445   流動負債 880,050,304

        工作物 2,612,867,048     １年内償還予定地方債等 773,097,595

        工作物減価償却累計額 -1,458,235,657     未払金 14,759,889

        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 70,688,387

        航空機 -     預り金 21,504,433

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,666,151,656

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 27,098,400   固定資産等形成分 29,323,376,894

      インフラ資産 16,834,909,324   余剰分（不足分） -6,785,533,404

        土地 126,563,338   他団体出資等分 -

        建物 64,374,000

        建物減価償却累計額 -32,744,304

        工作物 28,133,344,730

        工作物減価償却累計額 -11,550,215,440

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 93,587,000

      物品 896,686,261

      物品減価償却累計額 -655,188,105

    無形固定資産 1,841,400

      ソフトウェア 1,841,400

      その他 -

    投資その他の資産 3,025,995,511

      投資及び出資金 120,401,695

        有価証券 13,323,500

        出資金 107,078,195

        その他 -

      長期延滞債権 12,542,068

      長期貸付金 344,447,850

      基金 2,534,987,575

        減債基金 618,068,181

        その他 1,916,919,394

      その他 13,817,551

      徴収不能引当金 -201,228

  流動資産 2,644,221,796

    現金預金 806,164,464

    未収金 69,743,424

    短期貸付金 33,756,800

    基金 1,729,846,744

      財政調整基金 1,729,846,744

      減債基金 -

    棚卸資産 1,281,310

    その他 3,718,800

    徴収不能引当金 -289,746

  繰延資産 - 純資産合計 22,537,843,490

資産合計 30,203,995,146 負債及び純資産合計 30,203,995,146

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 1,922,832

    その他 15,633,400

純行政コスト 4,849,393,581

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 17,556,232

  臨時損失 389,296,329

    災害復旧事業費 219,224,660

    資産除売却損 170,071,669

    使用料及び手数料 550,579,963

    その他 121,995,671

純経常行政コスト 4,477,653,484

      社会保障給付 185,387,117

      その他 19,650,200

  経常収益 672,575,634

        その他 41,486,480

    移転費用 1,677,137,299

      補助金等 1,472,099,982

      その他の業務費用 108,815,983

        支払利息 67,037,929

        徴収不能引当金繰入額 291,574

        維持補修費 127,462,019

        減価償却費 948,290,795

        その他 -

        その他 215,024,409

      物件費等 2,198,036,526

        物件費 1,122,283,712

        職員給与費 880,526,514

        賞与等引当金繰入額 70,688,387

        退職手当引当金繰入額 -

  経常費用 5,150,229,118

    業務費用 3,473,091,819

      人件費 1,166,239,310

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 22,010,108,408 29,208,711,967 -7,198,603,559 -

  純行政コスト（△） -4,849,393,581 -4,849,393,581 -

  財源 5,326,536,011 5,326,536,011 -

    税収等 3,813,158,775 3,813,158,775 -

    国県等補助金 1,513,377,236 1,513,377,236 -

  本年度差額 477,142,430 477,142,430 -

  固定資産等の変動（内部変動） 64,072,275 -64,072,275

    有形固定資産等の増加 947,635,072 -947,635,072

    有形固定資産等の減少 -1,118,759,734 1,118,759,734

    貸付金・基金等の増加 410,210,218 -410,210,218

    貸付金・基金等の減少 -175,013,281 175,013,281

  資産評価差額 -437,500 -437,500

  無償所管換等 57,327,152 57,327,152

  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 -6,297,000 -6,297,000 -

  本年度純資産変動額 527,735,082 114,664,927 413,070,155 -

本年度末純資産残高 22,537,843,490 29,323,376,894 -6,785,533,404 -

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 27,240,578

本年度歳計外現金増減額 -7,161,233

本年度末歳計外現金残高 20,079,345

本年度末現金預金残高 806,164,464

財務活動収支 -257,182,389

本年度資金収支額 36,170,117

前年度末資金残高 749,915,002

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 786,085,119

    地方債等償還支出 747,863,389

    その他の支出 -

  財務活動収入 490,681,000

    地方債等発行収入 475,384,000

    その他の収入 15,297,000

    資産売却収入 7,872,117

    その他の収入 4,250,000

投資活動収支 -798,080,993

【財務活動収支】

  財務活動支出 747,863,389

    その他の支出 -

  投資活動収入 531,070,673

    国県等補助金収入 377,307,006

    基金取崩収入 59,800,000

    貸付金元金回収収入 81,841,550

  投資活動支出 1,329,151,666

    公共施設等整備費支出 947,635,072

    基金積立金支出 301,401,759

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 80,114,835

    災害復旧事業費支出 219,224,660

    その他の支出 -

  臨時収入 152,476,000

業務活動収支 1,091,433,499

【投資活動収支】

    税収等収入 3,789,990,781

    国県等補助金収入 983,013,491

    使用料及び手数料収入 531,728,021

    その他の収入 122,266,590

  臨時支出 219,224,660

    移転費用支出 1,677,137,299

      補助金等支出 1,472,099,982

      社会保障給付支出 185,387,117

      その他の支出 19,650,200

  業務収入 5,426,998,883

    業務費用支出 2,591,679,425

      人件費支出 1,234,781,586

      物件費等支出 1,248,529,781

      支払利息支出 67,037,929

      その他の支出 41,330,129

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 4,268,816,724


