
【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 42,126,891,360   固定負債 7,826,371,006

    有形固定資産 38,059,813,972     地方債等 6,254,552,944

      事業用資産 9,469,516,149     長期未払金 -

        土地 1,702,333,410     退職手当引当金 1,041,988,986

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

        建物 14,038,197,438     その他 529,829,076

        建物減価償却累計額 -7,115,441,750   流動負債 789,598,230

        工作物 1,319,715,889     １年内償還予定地方債等 586,001,581

        工作物減価償却累計額 -817,218,680     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 88,837,030

        航空機 -     預り金 34,988,957

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

        その他 - 負債合計 8,615,969,236

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 43,422,487   固定資産等形成分 45,337,036,168

      インフラ資産 28,075,709,034   余剰分（不足分） -6,692,624,262

        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 1,733,967,741

      物品減価償却累計額 -1,219,378,952

    無形固定資産 22,554,567

      ソフトウェア 22,554,567

      その他 -

    投資その他の資産 4,044,522,821

      投資及び出資金 28,984,576

        有価証券 50,000

        出資金 28,934,576

        その他 -

      長期延滞債権 28,136,325

      長期貸付金 -

      基金 3,989,852,208

        減債基金 -

        その他 3,989,852,208

      その他 -

      徴収不能引当金 -2,450,288

  流動資産 5,133,489,782

    現金預金 1,738,436,723

    未収金 177,348,064

    短期貸付金 -

    基金 3,210,144,808

      財政調整基金 1,586,733,092

      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 -636,599

  繰延資産 - 純資産合計 38,644,411,906

資産合計 47,260,381,142 負債及び純資産合計 47,260,381,142

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 10,928,527,509

    業務費用 5,394,574,758

      人件費 1,562,759,876

        職員給与費 1,155,639,794

        賞与等引当金繰入額 88,837,030

        退職手当引当金繰入額 94,865,037

        その他 223,418,015

      物件費等 3,625,920,483

        物件費 2,196,766,397

        維持補修費 79,590,298

        減価償却費 1,349,563,788

        その他 -

      その他の業務費用 205,894,399

        支払利息 69,133,951

        徴収不能引当金繰入額 3,086,887

        その他 133,673,561

    移転費用 5,533,952,751

      補助金等 4,986,556,811

      社会保障給付 472,244,299

      その他 75,151,641

  経常収益 1,281,175,845

    使用料及び手数料 1,109,048,256

    その他 172,127,589

純経常行政コスト 9,647,351,664

  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 9,653,177,108



【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 38,379,870,794 44,519,135,489 -6,139,264,695 -

  純行政コスト（△） -9,653,177,108 -9,653,177,108 -

  財源 9,868,427,927 9,868,427,927 -

    税収等 6,692,498,426 6,692,498,426 -

    国県等補助金 3,175,929,501 3,175,929,501 -

  本年度差額 215,250,819 215,250,819 -

  固定資産等の変動（内部変動） 514,786,764 -514,786,764

    有形固定資産等の増加 1,578,258,254 -1,578,258,254

    有形固定資産等の減少 -1,353,179,323 1,353,179,323

    貸付金・基金等の増加 1,144,447,359 -1,144,447,359

    貸付金・基金等の減少 -854,739,526 854,739,526

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -9,344,583 -9,344,583

  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 54,400,408 111,099,609 -56,699,201 -

  その他 4,234,468 201,358,889 -197,124,421

  本年度純資産変動額 264,541,112 817,900,679 -553,359,567 -

本年度末純資産残高 38,644,411,906 45,337,036,168 -6,692,624,262 -

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 9,566,682,527

    業務費用支出 4,032,729,776

      人件費支出 1,553,621,395

      物件費等支出 2,277,065,696

      支払利息支出 69,133,951

      その他の支出 132,908,734

    移転費用支出 5,533,952,751

      補助金等支出 4,986,556,811

      社会保障給付支出 472,244,299

      その他の支出 75,151,641

  業務収入 10,671,174,029

    税収等収入 6,642,452,878

    国県等補助金収入 2,739,991,996

    使用料及び手数料収入 1,117,930,005

    その他の収入 170,799,150

  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 1,099,728,671

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,058,329,570

    公共施設等整備費支出 944,559,518

    基金積立金支出 1,063,770,052

    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 1,301,868,077

    国県等補助金収入 410,013,028

    基金取崩収入 773,621,679

    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 -756,461,493

【財務活動収支】

  財務活動支出 848,205,814

    地方債等償還支出 557,628,790

    その他の支出 290,577,024

  財務活動収入 627,771,032

    地方債等発行収入 627,771,032

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 28,273,052

本年度歳計外現金増減額 3,101,536

本年度末歳計外現金残高 31,374,588

本年度末現金預金残高 1,738,436,723

財務活動収支 -220,434,782

本年度資金収支額 122,832,396

前年度末資金残高 1,581,977,085

比例連結割合変更に伴う差額 2,252,654

本年度末資金残高 1,707,062,135


