
【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 105,765,209,874   固定負債 30,176,556,524

    有形固定資産 98,884,078,971     地方債等 23,806,503,587

      事業用資産 56,764,752,240     長期未払金 280,151,602

        土地 30,328,730,339     退職手当引当金 1,959,010,238

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 4,130,891,097

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,427,565,074

        建物 54,302,854,378     １年内償還予定地方債等 2,819,710,297

        建物減価償却累計額 -29,757,715,848     未払金 62,404,755

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 4,514,714,842     前受金 177,845

        工作物減価償却累計額 -3,155,545,412     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 288,962,429

        船舶 -     預り金 252,875,997

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,433,751

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 33,604,121,598

        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 113,420,037,467

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -28,383,272,875

        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 -

        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 531,713,941

      インフラ資産 41,551,654,092

        土地 639,090,513

        土地減損損失累計額 -

        建物 679,723,276

        建物減価償却累計額 -193,818,669

        建物減損損失累計額 -

        工作物 108,670,888,766

        工作物減価償却累計額 -69,069,027,106

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,996,229,381

        その他減価償却累計額 -1,271,565,365

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 100,133,296

      物品 2,792,307,238

      物品減価償却累計額 -2,224,634,599

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 16,292,579

      ソフトウェア 15,178,647

      その他 1,113,932

    投資その他の資産 6,864,838,324

      投資及び出資金 124,709,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 121,309,000

        その他 -

      長期延滞債権 895,506,626

      長期貸付金 138,582,398

      基金 5,715,194,359

        減債基金 179,596,041

        その他 5,535,598,318

      その他 61,651,629

      徴収不能引当金 -70,805,688

  流動資産 12,875,674,906

    現金預金 4,575,849,985

    未収金 673,356,581

    短期貸付金 -

    基金 7,654,827,593

      財政調整基金 7,654,827,593

      減債基金 -

    棚卸資産 -1,849,274

    その他 36,960

    徴収不能引当金 -26,546,939

  繰延資産 1,410 純資産合計 85,036,764,592

資産合計 118,640,886,190 負債及び純資産合計 118,640,886,190

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）

    資産売却益 8,335,276

    その他 820

純行政コスト 36,662,003,402

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 65,360

  臨時利益 8,336,096

  臨時損失 724,403

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 659,043

    使用料及び手数料 1,033,513,792

    その他 4,624,009,673

純経常行政コスト 36,669,615,095

      社会保障給付 11,445,886,073

      その他 514,247,659

  経常収益 5,657,523,465

        その他 72,727,616

    移転費用 28,740,490,687

      補助金等 16,780,356,955

      その他の業務費用 -225,518,147

        支払利息 245,884,190

        徴収不能引当金繰入額 -544,129,953

        維持補修費 206,946,774

        減価償却費 3,762,594,053

        その他 9,601,403

        その他 1,025,046,311

      物件費等 8,617,098,065

        物件費 4,637,955,835

        職員給与費 4,287,763,031

        賞与等引当金繰入額 -84,738,124

        退職手当引当金繰入額 -33,003,263

  経常費用 42,327,138,560

    業務費用 13,586,647,873

      人件費 5,195,067,955

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：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 81,832,365,474 112,132,285,102 -30,299,919,628 -

  純行政コスト（△） -36,662,003,402 -36,662,003,402 -

  財源 39,177,818,543 39,177,818,543 -

    税収等 26,753,031,276 26,753,031,276 -

    国県等補助金 12,424,787,267 12,424,787,267 -

  本年度差額 2,515,815,141 2,515,815,141 -

  固定資産等の変動（内部変動） 499,580,715 -499,580,715

    有形固定資産等の増加 3,733,464,399 -3,733,464,399

    有形固定資産等の減少 -3,970,657,740 3,970,657,740

    貸付金・基金等の増加 3,366,237,809 -3,366,237,809

    貸付金・基金等の減少 -2,629,463,753 2,629,463,753

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 687,041,214 687,041,214

  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 1,542,746 92,235,285 -90,692,539 -

  その他 17 8,895,151 -8,895,134

  本年度純資産変動額 3,204,399,118 1,287,752,365 1,916,646,753 -

本年度末純資産残高 85,036,764,592 113,420,037,467 -28,383,272,875 -

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）

前年度末歳計外現金残高 251,842,580

本年度歳計外現金増減額 -34,352,460

本年度末歳計外現金残高 217,490,120

本年度末現金預金残高 4,575,849,985

財務活動収支 -145,049,985

本年度資金収支額 1,535,660,112

前年度末資金残高 2,817,492,379

比例連結割合変更に伴う差額 5,207,374

本年度末資金残高 4,358,359,865

    地方債等償還支出 3,066,294,842

    その他の支出 2,136,745

  財務活動収入 2,923,381,602

    地方債等発行収入 2,923,374,237

    その他の収入 7,365

    資産売却収入 23,324,578

    その他の収入 34,970,996

投資活動収支 -3,119,723,669

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,068,431,587

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,429,210,776

    国県等補助金収入 999,554,552

    基金取崩収入 1,367,392,972

    貸付金元金回収収入 3,967,678

  投資活動支出 5,548,934,445

    公共施設等整備費支出 3,684,295,130

    基金積立金支出 1,861,639,315

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 65,360

  臨時収入 820

業務活動収支 4,800,433,766

【投資活動収支】

    税収等収入 26,831,093,081

    国県等補助金収入 11,821,813,688

    使用料及び手数料収入 1,025,390,515

    その他の収入 4,650,816,321

  臨時支出 65,360

    移転費用支出 29,015,667,750

      補助金等支出 16,967,988,921

      社会保障給付支出 11,445,886,073

      その他の支出 601,792,756

  業務収入 44,329,113,605

    業務費用支出 10,512,947,549

      人件費支出 5,358,058,670

      物件費等支出 4,864,846,651

      支払利息支出 245,884,187

      その他の支出 44,158,041

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 39,528,615,299


