
【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 27,822,927,610   固定負債 6,814,918,253

    有形固定資産 24,729,624,027     地方債等 5,742,581,558

      事業用資産 7,653,087,564     長期未払金 -

        土地 513,836,435     退職手当引当金 958,209,228

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

        建物 10,808,380,123     その他 114,127,467

        建物減価償却累計額 -6,192,901,705   流動負債 889,635,761

        工作物 2,807,918,112     １年内償還予定地方債等 781,415,574

        工作物減価償却累計額 -1,610,996,361     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 71,880,996

        航空機 -     預り金 21,579,302

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 7,704,554,014

        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 29,595,483,710

      インフラ資産 16,835,038,306   余剰分（不足分） -6,800,812,992

        土地 126,623,043   他団体出資等分 -

        建物 64,443,672

        建物減価償却累計額 -32,744,700

        工作物 28,134,194,731

        工作物減価償却累計額 -11,551,065,440

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 93,587,000

      物品 897,271,328

      物品減価償却累計額 -655,773,171

    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 3,091,462,183

      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 12,605,040

      長期貸付金 344,447,850

      基金 2,600,391,275

        減債基金 618,068,181

        その他 1,982,323,094

      その他 13,817,551

      徴収不能引当金 -201,228

  流動資産 2,676,297,122

    現金預金 829,287,234

    未収金 69,743,424

    短期貸付金 33,756,800

    基金 1,738,799,300

      財政調整基金 1,738,799,300

      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 22,794,670,718

資産合計 30,499,224,732 負債及び純資産合計 30,499,224,732

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）

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

  経常費用 5,597,220,802

    業務費用 3,553,425,214

      人件費 1,178,374,641

        職員給与費 891,706,829

        賞与等引当金繰入額 71,549,731

        退職手当引当金繰入額 9,906

        その他 215,108,175

      物件費等 2,249,907,199

        物件費 1,156,952,983

        維持補修費 128,737,438

        減価償却費 964,210,834

        その他 5,944

      その他の業務費用 125,143,374

        支払利息 67,254,106

        徴収不能引当金繰入額 291,574

        その他 57,597,694

    移転費用 2,043,795,588

      補助金等 1,837,312,381

      社会保障給付 185,422,322

      その他 21,060,885

  経常収益 686,156,906

    使用料及び手数料 552,724,181

    その他 133,432,725

純経常行政コスト 4,911,063,896

  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

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 18,157,535

    資産売却益 1,922,832

    その他 16,234,703

純行政コスト 5,282,202,690



【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 22,236,041,186 29,459,514,147 -7,223,472,961 -

  純行政コスト（△） -5,282,202,690 -5,282,202,690 -

  財源 5,771,386,560 5,771,386,560 -

    税収等 4,041,001,340 4,041,001,340 -

    国県等補助金 1,730,385,220 1,730,385,220 -

  本年度差額 489,183,870 489,183,870 -

  固定資産等の変動（内部変動） 58,510,069 -58,510,069

    有形固定資産等の増加 950,940,460 -950,940,460

    有形固定資産等の減少 -1,132,701,770 1,132,701,770

    貸付金・基金等の増加 419,699,497 -419,699,497

    貸付金・基金等の減少 -179,428,118 179,428,118

  資産評価差額 -437,500 -437,500

  無償所管換等 57,327,338 57,327,338

  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 18,798,309 27,939,648 -9,141,339 -

  その他 -6,242,485 -7,369,992 1,127,507

  本年度純資産変動額 558,629,532 135,969,563 422,659,969 -

本年度末純資産残高 22,794,670,718 29,595,483,710 -6,800,812,992 -

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）

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 4,700,071,504

    業務費用支出 2,655,770,039

      人件費支出 1,246,593,991

      物件費等支出 1,284,520,383

      支払利息支出 67,254,106

      その他の支出 57,401,559

    移転費用支出 2,044,301,465

      補助金等支出 1,837,818,258

      社会保障給付支出 185,422,322

      その他の支出 21,060,885

  業務収入 5,883,313,118

    税収等収入 4,017,833,346

    国県等補助金収入 1,200,021,475

    使用料及び手数料収入 533,958,420

    その他の収入 131,499,877

  臨時支出 219,224,679

    災害復旧事業費支出 219,224,660

    その他の支出 19

  臨時収入 152,476,000

業務活動収支 1,116,492,935

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,342,213,110

    公共施設等整備費支出 950,940,460

    基金積立金支出 311,157,815

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 80,114,835

    その他の支出 -

  投資活動収入 534,948,832

    国県等補助金収入 377,307,006

    基金取崩収入 63,302,696

    貸付金元金回収収入 82,217,013

    資産売却収入 7,872,117

    その他の収入 4,250,000

投資活動収支 -807,264,278

【財務活動収支】

  財務活動支出 769,023,245

    地方債等償還支出 769,023,245

    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

前年度末歳計外現金残高 27,309,565

本年度歳計外現金増減額 -7,123,095

本年度末歳計外現金残高 20,186,470

本年度末現金預金残高 829,287,234

財務活動収支 -278,342,245

本年度資金収支額 30,886,412

前年度末資金残高 783,632,316

比例連結割合変更に伴う差額 -5,417,964

本年度末資金残高 809,100,764


