
【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 29,148,041,402   固定負債 5,783,008,960

    有形固定資産 25,545,175,567     地方債等 4,442,481,175

      事業用資産 8,236,670,683     長期未払金 444,292,012

        土地 919,262,041     退職手当引当金 787,196,624

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 109,039,149

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 787,628,202

        建物 13,208,989,632     １年内償還予定地方債等 707,531,150

        建物減価償却累計額 -6,395,555,793     未払金 25,907,590

        建物減損損失累計額 -     未払費用 3,430,300

        工作物 62,860,026     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -23,100,897     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 38,831,063

        船舶 -     預り金 11,790,972

        船舶減価償却累計額 -     その他 137,127

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 6,570,637,162

        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 31,109,780,129

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,061,815,798

        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 9,539,024

        その他減価償却累計額 -9,727,934

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 464,404,584

      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 927,875,838

      物品減価償却累計額 -586,318,075

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 27,522,282

      ソフトウェア 27,408,382

      その他 113,900

    投資その他の資産 3,575,343,553

      投資及び出資金 83,173,000

        有価証券 2,184,000

        出資金 80,989,000

        その他 -

      長期延滞債権 245,533,605

      長期貸付金 -

      基金 3,269,130,243

        減債基金 64,542,784

        その他 3,204,587,459

      その他 530,012

      徴収不能引当金 -23,023,307

  流動資産 2,470,558,007

    現金預金 452,836,034

    未収金 15,790,216

    短期貸付金 -

    基金 1,961,738,727

      財政調整基金 1,961,738,727

      減債基金 -

    棚卸資産 25,474,437

    その他 15,664,442

    徴収不能引当金 -945,849

  繰延資産 2,084 純資産合計 25,047,964,331

資産合計 31,618,601,493 負債及び純資産合計 31,618,601,493

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 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：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 24,612,065,881 31,435,004,741 -6,822,938,860 -

  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 25,047,964,331 32,047,825,336 -6,999,861,005 -

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 10,154,106

本年度歳計外現金増減額 -477,809

本年度末歳計外現金残高 9,676,297

本年度末現金預金残高 452,836,034

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 191,388,300

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 443,159,737

    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


