
【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 65,459,776,664   固定負債 21,784,270,011

    有形固定資産 60,384,519,321     地方債等 17,116,492,761

      事業用資産 18,930,670,551     長期未払金 -

        土地 4,520,696,545     退職手当引当金 2,149,297,150

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 446,497,350     その他 2,518,480,100

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,773,600,570

        建物 32,474,864,459     １年内償還予定地方債等 1,940,778,282

        建物減価償却累計額 -19,799,368,985     未払金 555,158,154

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 3,666,256,472     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -2,628,743,923     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 208,404,099

        船舶 -     預り金 30,852,617

        船舶減価償却累計額 -     その他 38,407,418

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 24,557,870,581

        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 68,067,248,084

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -20,075,945,025

        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 250,468,633

      インフラ資産 39,776,496,727

        土地 213,369,891

        土地減損損失累計額 -

        建物 537,157,398

        建物減価償却累計額 -305,292,777

        建物減損損失累計額 -

        工作物 82,182,069,908

        工作物減価償却累計額 -42,943,050,404

        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 92,242,711

      物品 6,181,644,556

      物品減価償却累計額 -4,504,292,513

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 997,024,290

      ソフトウェア 4,774,290

      その他 992,250,000

    投資その他の資産 4,078,233,053

      投資及び出資金 138,057,000

        有価証券 -

        出資金 138,057,000

        その他 -

      投資損失引当金 -39,500,000

      長期延滞債権 74,506,625

      長期貸付金 210,000,000

      基金 3,697,905,252

        減債基金 -

        その他 3,697,905,252

      その他 3,137,238

      徴収不能引当金 -5,873,062

  流動資産 7,014,803,422

    現金預金 3,703,498,762

    未収金 683,145,958

    短期貸付金 18,000,000

    基金 2,589,471,420

      財政調整基金 2,540,681,382

      減債基金 48,790,038

    棚卸資産 22,213,089

    その他 200,000

    徴収不能引当金 -1,725,807

  繰延資産 74,593,554 純資産合計 47,991,303,059

資産合計 72,549,173,640 負債及び純資産合計 72,549,173,640

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）

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 18,527,837,914

    業務費用 10,443,239,546

      人件費 3,895,820,576

        職員給与費 2,857,029,993

        賞与等引当金繰入額 209,263,268

        退職手当引当金繰入額 183,645,614

        その他 645,881,701

      物件費等 6,042,133,323

        物件費 3,274,292,158

        維持補修費 230,251,253

        減価償却費 2,534,530,029

        その他 3,059,883

      その他の業務費用 505,285,647

        支払利息 247,148,923

        徴収不能引当金繰入額 7,598,869

        その他 250,537,855

    移転費用 8,084,598,368

      補助金等 6,913,175,319

      社会保障給付 732,889,602

      他会計への繰出金 437,068,946

      その他 1,464,501

  経常収益 4,369,288,468

    使用料及び手数料 3,961,209,176

    その他 408,079,292

純経常行政コスト 14,158,549,446

  臨時損失 12,826,724

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 7,526,159

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 120,058

純行政コスト 14,171,150,396

    その他 5,300,565

  臨時利益 225,774

    資産売却益 105,716



【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)

前年度末純資産残高 48,066,732,626 68,655,813,648 -20,589,081,022 -

  純行政コスト（△） -14,171,150,396 -14,171,150,396 -

  財源 13,671,494,319 13,671,494,319 -

    税収等 10,650,927,736 10,650,927,736 -

    国県等補助金 3,020,566,583 3,020,566,583 -

  本年度差額 -499,656,077 -499,656,077 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,081,242,074 1,081,242,074

    有形固定資産等の増加 1,552,655,436 -1,552,655,436

    有形固定資産等の減少 -2,578,237,283 2,578,237,283

    貸付金・基金等の増加 308,989,627 -308,989,627

    貸付金・基金等の減少 -364,649,854 364,649,854

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 424,226,510 424,226,510

  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 - 68,450,000 -68,450,000

  本年度純資産変動額 -75,429,567 -588,565,564 513,135,997 -

本年度末純資産残高 47,991,303,059 68,067,248,084 -20,075,945,025 -

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）

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 15,679,913,351

    業務費用支出 7,894,819,983

      人件費支出 3,891,874,617

      物件費等支出 3,552,796,707

      支払利息支出 247,148,923

      その他の支出 202,999,736

    移転費用支出 7,785,093,368

      補助金等支出 6,613,670,319

      社会保障給付支出 732,889,602

      他会計への繰出支出 437,068,946

      その他の支出 1,464,501

  業務収入 17,435,709,072

    税収等収入 10,420,962,154

    国県等補助金収入 2,555,900,861

    使用料及び手数料収入 4,056,731,444

    その他の収入 402,114,613

  臨時支出 5,300,565

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 5,300,565

  臨時収入 120,058

業務活動収支 1,750,615,214

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,856,859,262

    公共施設等整備費支出 1,621,105,436

    基金積立金支出 235,753,826

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 861,300,541

    国県等補助金収入 589,537,140

    基金取崩収入 247,434,031

    貸付金元金回収収入 21,337,762

    資産売却収入 1,055,311

    その他の収入 1,936,297

投資活動収支 -995,558,721

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,994,682,102

    地方債等償還支出 1,994,682,102

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,307,700,000

    地方債等発行収入 1,307,700,000

    その他の収入 -

財務活動収支 -686,982,102

本年度資金収支額 68,074,391

前年度末資金残高 3,604,571,754

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,672,646,145

前年度末歳計外現金残高 29,846,271

本年度歳計外現金増減額 1,006,346

本年度末歳計外現金残高 30,852,617

本年度末現金預金残高 3,703,498,762


