
【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 28,227,471,522   固定負債 5,098,621,438

    有形固定資産 24,898,707,598     地方債等 4,405,058,438

      事業用資産 7,639,605,010     長期未払金 -

        土地 916,151,485     退職手当引当金 693,563,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 732,930,445

        建物 12,973,443,283     １年内償還予定地方債等 690,808,000

        建物減価償却累計額 -6,286,643,144     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 37,918,800     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,265,414     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 32,999,000

        船舶 -     預り金 9,123,445

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,831,551,883

        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 30,168,373,003

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,428,809,538

        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 -

      インフラ資産 16,966,947,121

        土地 10,035,589

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 42,247,821,452

        工作物減価償却累計額 -25,299,312,320

        工作物減損損失累計額 -

        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 8,402,400

      物品 764,332,199

      物品減価償却累計額 -472,176,732

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 26,701,524

      ソフトウェア 26,701,524

      その他 -

    投資その他の資産 3,302,062,400

      投資及び出資金 80,323,000

        有価証券 2,184,000

        出資金 78,139,000

        その他 -

      長期延滞債権 242,313,775

      長期貸付金 -

      基金 3,002,353,625

        減債基金 64,542,784

        その他 2,937,810,841

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,928,000

  流動資産 2,343,643,826

    現金預金 393,990,298

    未収金 9,621,047

    短期貸付金 -

    基金 1,940,901,481

      財政調整基金 1,940,901,481

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -869,000

  繰延資産 - 純資産合計 24,739,563,465

資産合計 30,571,115,348 負債及び純資産合計 30,571,115,348

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 20,106,541

    その他 -

純行政コスト 6,288,488,206

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 29,239,232

  臨時利益 20,106,541

  臨時損失 708,978,705

    災害復旧事業費 679,398,431

    資産除売却損 341,042

    使用料及び手数料 117,130,220

    その他 73,156,029

純経常行政コスト 5,599,616,042

      社会保障給付 110,718,188

      その他 922,000

  経常収益 190,286,249

        その他 9,409,966

    移転費用 1,716,439,037

      補助金等 1,370,340,117

      その他の業務費用 41,054,273

        支払利息 31,760,307

        徴収不能引当金繰入額 -116,000

        維持補修費 183,967,793

        減価償却費 1,184,582,854

        その他 9,129,530

        その他 329,219,781

      物件費等 3,194,272,865

        物件費 1,816,592,688

        職員給与費 477,771,335

        賞与等引当金繰入額 32,999,000

        退職手当引当金繰入額 -1,854,000

  経常費用 5,789,902,291

    業務費用 4,073,463,254

      人件費 838,136,116

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 24,303,665,015 30,493,597,615 -6,189,932,600 -

  純行政コスト（△） -6,288,488,206 -6,288,488,206 -

  財源 6,455,093,930 6,455,093,930 -

    税収等 5,601,061,890 5,601,061,890 -

    国県等補助金 854,032,040 854,032,040 -

  本年度差額 166,605,724 166,605,724 -

  固定資産等の変動（内部変動） 343,527,869 -343,527,869

    有形固定資産等の増加 584,725,135 -584,725,135

    有形固定資産等の減少 -1,167,903,896 1,167,903,896

    貸付金・基金等の増加 1,333,520,386 -1,333,520,386

    貸付金・基金等の減少 -406,813,756 406,813,756

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 269,292,726 269,292,726

  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 435,898,450 612,820,595 -176,922,145 -

本年度末純資産残高 24,739,563,465 31,106,418,210 -6,366,854,745 -

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 9,601,254

本年度歳計外現金増減額 -477,809

本年度末歳計外現金残高 9,123,445

本年度末現金預金残高 393,990,298

財務活動収支 -506,241,562

本年度資金収支額 251,771,437

前年度末資金残高 133,095,416

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 384,866,853

    地方債等償還支出 681,497,562

    その他の支出 -

  財務活動収入 175,256,000

    地方債等発行収入 175,256,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 20,267,532

    その他の収入 -

投資活動収支 -375,054,421

【財務活動収支】

  財務活動支出 681,497,562

    その他の支出 -

  投資活動収入 147,558,532

    国県等補助金収入 112,291,000

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 15,000,000

  投資活動支出 522,612,953

    公共施設等整備費支出 507,612,953

    基金積立金支出 -

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,000,000

    災害復旧事業費支出 679,398,431

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 1,133,067,420

【投資活動収支】

    税収等収入 5,487,712,679

    国県等補助金収入 741,741,040

    使用料及び手数料収入 118,812,540

    その他の収入 73,156,029

  臨時支出 679,398,431

    移転費用支出 1,716,439,037

      補助金等支出 1,370,340,117

      社会保障給付支出 110,718,188

      その他の支出 922,000

  業務収入 6,421,422,288

    業務費用支出 2,892,517,400

      人件費支出 841,657,116

      物件費等支出 2,019,099,977

      支払利息支出 31,760,307

      その他の支出 -

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 4,608,956,437


