
【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 102,018,108,423   固定負債 26,067,561,003

    有形固定資産 95,002,947,147     地方債等 22,366,700,010

      事業用資産 53,345,158,811     長期未払金 108,040

        土地 29,905,333,297     退職手当引当金 1,366,145,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,334,607,953

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 3,293,402,905

        建物 50,881,129,739     １年内償還予定地方債等 2,738,960,924

        建物減価償却累計額 -28,098,707,949     未払金 62,320,947

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,456,309,168     前受金 177,845

        工作物減価償却累計額 -813,244,244     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 238,172,164

        船舶 -     預り金 252,542,762

        船舶減価償却累計額 -     その他 1,228,263

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 29,360,963,908

        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 106,993,226,423

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -26,111,495,114

        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 14,338,800

      インフラ資産 41,401,498,802

        土地 494,553,988

        土地減損損失累計額 -

        建物 678,169,766

        建物減価償却累計額 -193,292,940

        建物減損損失累計額 -

        工作物 108,666,802,219

        工作物減価償却累計額 -69,067,795,819

        工作物減損損失累計額 -

        その他 1,992,139,038

        その他減価償却累計額 -1,269,210,246

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 100,132,796

      物品 1,850,171,133

      物品減価償却累計額 -1,593,881,599

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 14,196,374

      ソフトウェア 14,196,293

      その他 81

    投資その他の資産 7,000,964,902

      投資及び出資金 531,792,000

        有価証券 3,400,000

        出資金 528,392,000

        その他 -

      長期延滞債権 895,506,626

      長期貸付金 138,582,398

      基金 5,505,889,566

        減債基金 178,567,887

        その他 5,327,321,679

      その他 -

      徴収不能引当金 -70,805,688

  流動資産 8,224,586,794

    現金預金 2,599,146,125

    未収金 672,892,448

    短期貸付金 -

    基金 4,975,118,000

      財政調整基金 4,975,118,000

      減債基金 -

    棚卸資産 3,940,200

    その他 36,960

    徴収不能引当金 -26,546,939

  繰延資産 - 純資産合計 80,881,731,309

資産合計 110,242,695,217 負債及び純資産合計 110,242,695,217

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 8,299,189

    その他 -

純行政コスト 33,737,602,652

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 65,360

  臨時利益 8,299,189

  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 911,841,510

    その他 757,833,186

純経常行政コスト 33,745,177,438

      社会保障給付 4,878,216,695

      その他 38,097,487

  経常収益 1,669,674,696

        その他 71,930,440

    移転費用 23,602,820,686

      補助金等 18,686,506,504

      その他の業務費用 -233,483,165

        支払利息 238,716,348

        徴収不能引当金繰入額 -544,129,953

        維持補修費 136,238,095

        減価償却費 3,478,594,621

        その他 5,600,054

        その他 1,023,977,432

      物件費等 7,700,423,388

        物件費 4,079,990,618

        職員給与費 3,434,808,498

        賞与等引当金繰入額 -101,907,705

        退職手当引当金繰入額 -11,787,000

  経常費用 35,414,852,134

    業務費用 11,812,031,448

      人件費 4,345,091,225

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 79,253,072,339 105,496,680,902 -26,243,608,563 -

  純行政コスト（△） -33,737,602,652 -33,737,602,652 -

  財源 34,679,220,408 34,679,220,408 -

    税収等 25,075,438,010 25,075,438,010 -

    国県等補助金 9,603,782,398 9,603,782,398 -

  本年度差額 941,617,756 941,617,756 -

  固定資産等の変動（内部変動） 809,504,307 -809,504,307

    有形固定資産等の増加 3,689,574,689 -3,689,574,689

    有形固定資産等の減少 -3,686,657,255 3,686,657,255

    貸付金・基金等の増加 3,147,244,654 -3,147,244,654

    貸付金・基金等の減少 -2,340,657,781 2,340,657,781

  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 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 1,628,658,970 1,496,545,521 132,113,449 -

本年度末純資産残高 80,881,731,309 106,993,226,423 -26,111,495,114 -

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 251,443,126

本年度歳計外現金増減額 -34,353,097

本年度末歳計外現金残高 217,090,029

本年度末現金預金残高 2,599,146,125

財務活動収支 -110,104,184

本年度資金収支額 -60,081,833

前年度末資金残高 2,442,137,929

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,382,056,096

    地方債等償還支出 2,931,984,184

    その他の支出 -

  財務活動収入 2,821,880,000

    地方債等発行収入 2,821,880,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 17,499,016

    その他の収入 34,960,000

投資活動収支 -3,066,338,173

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,931,984,184

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,091,157,230

    国県等補助金収入 956,143,536

    基金取崩収入 1,078,587,000

    貸付金元金回収収入 3,967,678

  投資活動支出 5,157,495,403

    公共施設等整備費支出 3,511,849,243

    基金積立金支出 1,642,646,160

    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 -

業務活動収支 3,116,360,524

【投資活動収支】

    税収等収入 25,153,637,987

    国県等補助金収入 9,044,219,835

    使用料及び手数料収入 903,717,475

    その他の収入 784,677,855

  臨時支出 65,360

    移転費用支出 23,790,452,652

      補助金等支出 18,874,138,470

      社会保障給付支出 4,878,216,695

      その他の支出 38,097,487

  業務収入 35,886,253,152

    業務費用支出 8,979,374,616

      人件費支出 4,464,961,958

      物件費等支出 4,231,538,652

      支払利息支出 238,716,348

      その他の支出 44,157,658

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 32,769,827,268


