
【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 36,975,816,049   固定負債 13,166,871,433

    有形固定資産 34,309,608,092     地方債等 8,562,222,400

      事業用資産 16,310,037,511     長期未払金 -

        土地 11,768,051,879     退職手当引当金 2,964,346,795

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 15,510,296,163     その他 1,640,302,238

        建物減価償却累計額 -11,374,009,252   流動負債 1,078,733,104

        工作物 1,047,675,557     １年内償還予定地方債等 739,791,668

        工作物減価償却累計額 -641,976,836     未払金 105,442,569

        船舶 466,419     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -466,419     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 141,763,646

        航空機 -     預り金 79,970,793

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,764,428

        その他 - 負債合計 14,245,604,537

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 38,657,585,890

      インフラ資産 16,984,273,779   余剰分（不足分） -12,370,297,074

        土地 1,250,008,028   他団体出資等分 -

        建物 809,644,153

        建物減価償却累計額 -431,397,588

        工作物 38,639,044,992

        工作物減価償却累計額 -23,327,975,806

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 44,950,000

      物品 5,584,440,855

      物品減価償却累計額 -4,569,144,053

    無形固定資産 64,452,592

      ソフトウェア 64,452,592

      その他 -

    投資その他の資産 2,601,755,365

      投資及び出資金 15,340,000

        有価証券 -

        出資金 15,340,000

        その他 -

      長期延滞債権 283,559,030

      長期貸付金 -

      基金 2,327,046,735

        減債基金 -

        その他 2,327,046,735

      その他 25,854,779

      徴収不能引当金 -50,045,179

  流動資産 3,557,077,304

    現金預金 1,597,027,821

    未収金 288,413,774

    短期貸付金 -

    基金 1,681,769,841

      財政調整基金 1,679,395,841

      減債基金 2,374,000

    棚卸資産 3,710,469

    その他 -

    徴収不能引当金 -13,844,601

  繰延資産 - 純資産合計 26,287,288,816

資産合計 40,532,893,353 負債及び純資産合計 40,532,893,353

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 14,963,705,227

    業務費用 5,889,572,312

      人件費 1,990,351,345

        職員給与費 1,643,157,142

        賞与等引当金繰入額 140,892,294

        退職手当引当金繰入額 123,558,422

        その他 82,743,487

      物件費等 3,538,913,108

        物件費 2,114,853,750

        維持補修費 234,504,556

        減価償却費 1,189,554,802

        その他 -

      その他の業務費用 360,307,859

        支払利息 96,078,169

        徴収不能引当金繰入額 50,720,911

        その他 213,508,779

    移転費用 9,074,132,915

      補助金等 2,389,767,934

      社会保障給付 6,673,018,850

      その他 11,346,131

  経常収益 1,131,113,820

    使用料及び手数料 795,573,409

    その他 335,540,411

純経常行政コスト 13,832,591,407

  臨時損失 41,689,752

    災害復旧事業費 16,641,720

    資産除売却損 25,025,664

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 22,368

  臨時利益 16,402,830

    資産売却益 45,371

    その他 16,357,459

純行政コスト 13,857,878,329



【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 26,765,783,634 39,207,762,337 -12,441,978,703 -

  純行政コスト（△） -13,857,878,329 -13,857,878,329 -

  財源 13,361,971,566 13,361,971,566 -

    税収等 8,358,081,650 8,358,081,650 -

    国県等補助金 5,003,889,916 5,003,889,916 -

  本年度差額 -495,906,763 -495,906,763 -

  固定資産等の変動（内部変動） -565,056,658 565,056,658

    有形固定資産等の増加 591,710,422 -591,710,422

    有形固定資産等の減少 -1,232,732,645 1,232,732,645

    貸付金・基金等の増加 418,821,989 -418,821,989

    貸付金・基金等の減少 -342,856,424 342,856,424

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17,918,367 17,918,367

  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 -4,229,959 -3,038,156 -1,191,803 -

  その他 3,723,537 - 3,723,537

  本年度純資産変動額 -478,494,818 -550,176,447 71,681,629 -

本年度末純資産残高 26,287,288,816 38,657,585,890 -12,370,297,074 -

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 13,690,997,581

    業務費用支出 4,476,653,526

      人件費支出 1,861,501,068

      物件費等支出 2,334,531,774

      支払利息支出 96,078,169

      その他の支出 184,542,515

    移転費用支出 9,214,344,055

      補助金等支出 2,529,979,075

      社会保障給付支出 6,673,018,849

      その他の支出 11,346,131

  業務収入 14,312,323,786

    税収等収入 8,265,041,125

    国県等補助金収入 4,912,874,373

    使用料及び手数料収入 799,090,705

    その他の収入 335,317,583

  臨時支出 16,664,088

    災害復旧事業費支出 16,641,720

    その他の支出 22,368

  臨時収入 45,371

業務活動収支 604,707,488

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,078,959,669

    公共施設等整備費支出 751,695,828

    基金積立金支出 306,263,841

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 21,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 300,378,243

    国県等補助金収入 80,455,344

    基金取崩収入 162,808,000

    貸付金元金回収収入 21,000,000

    資産売却収入 -

    その他の収入 36,114,899

投資活動収支 -778,581,426

【財務活動収支】

  財務活動支出 696,102,301

    地方債等償還支出 680,881,645

    その他の支出 15,220,656

  財務活動収入 565,459,425

    地方債等発行収入 565,459,425

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 544,477

本年度歳計外現金増減額 79,426,316

本年度末歳計外現金残高 79,970,793

本年度末現金預金残高 1,597,027,821

財務活動収支 -130,642,876

本年度資金収支額 -304,516,814

前年度末資金残高 1,826,035,072

比例連結割合変更に伴う差額 -4,461,230

本年度末資金残高 1,517,057,028


