
【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 40,654,061,192   固定負債 7,056,183,336

    有形固定資産 36,899,489,646     地方債等 5,760,158,240

      事業用資産 8,393,560,436     長期未払金 -

        土地 1,624,875,569     退職手当引当金 766,196,020

        立木竹 298,507,355     損失補償等引当金 -

        建物 12,422,370,815     その他 529,829,076

        建物減価償却累計額 -6,408,815,087   流動負債 738,485,444

        工作物 1,204,332,518     １年内償還予定地方債等 543,635,166

        工作物減価償却累計額 -756,890,734     未払金 63,589,999

        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 80,232,132

        航空機 -     預り金 34,847,484

        航空機減価償却累計額 -     その他 16,180,663

        その他 - 負債合計 7,794,668,780

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 9,180,000   固定資産等形成分 43,798,885,081

      インフラ資産 28,075,709,034   余剰分（不足分） -6,040,409,863

        土地 506,430,571   他団体出資等分 -

        建物 655,301,608

        建物減価償却累計額 -497,689,788

        工作物 44,941,462,781

        工作物減価償却累計額 -17,551,831,158

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,035,020

      物品 1,579,352,559

      物品減価償却累計額 -1,149,132,383

    無形固定資産 21,437,428

      ソフトウェア 21,437,428

      その他 -

    投資その他の資産 3,733,134,118

      投資及び出資金 82,947,576

        有価証券 50,000

        出資金 82,897,576

        その他 -

      長期延滞債権 22,853,232

      長期貸付金 -

      基金 3,628,418,134

        減債基金 -

        その他 3,628,418,134

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,084,824

  流動資産 4,899,082,806

    現金預金 1,572,422,183

    未収金 174,273,942

    短期貸付金 -

    基金 3,144,823,889

      財政調整基金 1,521,412,173

      減債基金 1,623,411,716

    棚卸資産 7,715,786

    その他 481,000

    徴収不能引当金 -633,994

  繰延資産 - 純資産合計 37,758,475,218

資産合計 45,553,143,998 負債及び純資産合計 45,553,143,998

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）

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 8,309,373,150

    業務費用 4,965,785,495

      人件費 1,435,147,622

        職員給与費 1,051,530,123

        賞与等引当金繰入額 80,232,132

        退職手当引当金繰入額 83,244,056

        その他 220,141,311

      物件費等 3,404,159,321

        物件費 2,063,686,710

        維持補修費 57,934,490

        減価償却費 1,282,538,121

        その他 -

      その他の業務費用 126,478,552

        支払利息 67,220,236

        徴収不能引当金繰入額 1,718,818

        その他 57,539,498

    移転費用 3,343,587,655

      補助金等 2,808,700,554

      社会保障給付 472,244,299

      その他 62,642,802

  経常収益 1,258,764,727

    使用料及び手数料 1,101,919,486

    その他 156,845,241

純経常行政コスト 7,050,608,423

  臨時損失 18,180,575

    災害復旧事業費 15,887,610

    資産除売却損 1,572,905

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 720,060

  臨時利益 12,355,131

    資産売却益 7,943,740

    その他 4,411,391

純行政コスト 7,056,433,867



【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 37,530,836,974 43,227,764,873 -5,696,927,899 -

  純行政コスト（△） -7,056,433,867 -7,056,433,867 -

  財源 7,298,308,392 7,298,308,392 -

    税収等 5,386,694,795 5,386,694,795 -

    国県等補助金 1,911,613,597 1,911,613,597 -

  本年度差額 241,874,525 241,874,525 -

  固定資産等の変動（内部変動） 589,590,957 -589,590,957

    有形固定資産等の増加 1,530,983,606 -1,530,983,606

    有形固定資産等の減少 -1,286,153,656 1,286,153,656

    貸付金・基金等の増加 1,094,187,085 -1,094,187,085

    貸付金・基金等の減少 -749,426,078 749,426,078

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -9,343,749 -9,343,749

  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 -4,892,532 -9,127,000 4,234,468

  本年度純資産変動額 227,638,244 571,120,208 -343,481,964 -

本年度末純資産残高 37,758,475,218 43,798,885,081 -6,040,409,863 -

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）

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 7,019,752,687

    業務費用支出 3,676,165,032

      人件費支出 1,429,143,430

      物件費等支出 2,122,275,709

      支払利息支出 67,220,236

      その他の支出 57,525,657

    移転費用支出 3,343,587,655

      補助金等支出 2,808,700,554

      社会保障給付支出 472,244,299

      その他の支出 62,642,802

  業務収入 8,081,335,645

    税収等収入 5,338,788,459

    国県等補助金収入 1,476,226,020

    使用料及び手数料収入 1,110,801,235

    その他の収入 155,519,931

  臨時支出 16,565,170

    災害復旧事業費支出 15,887,610

    その他の支出 677,560

  臨時収入 11,802,339

業務活動収支 1,056,820,127

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,967,502,361

    公共施設等整備費支出 897,284,870

    基金積立金支出 1,020,217,491

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 50,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,205,500,630

    国県等補助金収入 409,463,100

    基金取崩収入 677,804,160

    貸付金元金回収収入 50,000,000

    資産売却収入 9,986,370

    その他の収入 58,247,000

投資活動収支 -762,001,731

【財務活動収支】

  財務活動支出 825,897,706

    地方債等償還支出 536,355,498

    その他の支出 289,542,208

  財務活動収入 626,087,000

    地方債等発行収入 626,087,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 28,156,655

本年度歳計外現金増減額 3,076,460

本年度末歳計外現金残高 31,233,115

本年度末現金預金残高 1,572,422,183

財務活動収支 -199,810,706

本年度資金収支額 95,007,690

前年度末資金残高 1,446,181,378

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,541,189,068


