
【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 66,402,481,555   固定負債 21,797,692,738

    有形固定資産 61,282,738,194     地方債等 17,116,578,401

      事業用資産 19,636,813,651     長期未払金 -

        土地 4,558,291,749     退職手当引当金 2,162,634,237

        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 2,791,659,025

        建物 33,683,596,904     １年内償還予定地方債等 1,942,231,322

        建物減価償却累計額 -20,432,312,528     未払金 558,241,725

        建物減損損失累計額 -     未払費用 7,291,867

        工作物 4,090,007,679     前受金 1,093,531

        工作物減価償却累計額 -2,959,760,747     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 210,411,639

        船舶 -     預り金 33,981,523

        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 24,589,351,763

        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 69,041,714,465

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -19,966,762,470

        航空機 -   他団体出資等分 -14,860,670

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 74,467

        その他減価償却累計額 -49,856

        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 7,718,631,336

      物品減価償却累計額 -5,849,203,520

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 998,601,138

      ソフトウェア 4,774,290

      その他 993,826,848

    投資その他の資産 4,121,142,223

      投資及び出資金 93,566,000

        有価証券 -

        出資金 93,566,000

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 74,536,090

      長期貸付金 150,000,000

      基金 3,805,065,499

        減債基金 -

        その他 3,805,065,499

      その他 3,852,238

      徴収不能引当金 -5,877,604

  流動資産 7,172,367,979

    現金預金 3,814,317,344

    未収金 689,998,478

    短期貸付金 13,000,000

    基金 2,626,232,910

      財政調整基金 2,577,442,872

      減債基金 48,790,038

    棚卸資産 29,995,122

    その他 553,500

    徴収不能引当金 -1,729,375

  繰延資産 74,593,554 純資産合計 49,060,091,325

資産合計 73,649,443,088 負債及び純資産合計 73,649,443,088

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 21,986,406,551

    業務費用 11,186,976,200

      人件費 4,030,731,116

        職員給与費 2,927,714,598

        賞与等引当金繰入額 211,270,808

        退職手当引当金繰入額 184,521,019

        その他 707,224,691

      物件費等 6,597,573,236

        物件費 3,671,550,588

        維持補修費 244,622,743

        減価償却費 2,678,339,064

        その他 3,060,841

      その他の業務費用 558,671,848

        支払利息 247,824,535

        徴収不能引当金繰入額 7,600,156

        その他 303,247,157

    移転費用 10,799,430,351

      補助金等 6,250,885,830

      社会保障給付 733,073,447

      他会計への繰出金 437,068,946

      その他 3,378,402,128

  経常収益 4,659,062,756

    使用料及び手数料 3,963,328,550

    その他 695,734,206

純経常行政コスト 17,327,343,795

  臨時損失 12,839,119

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 7,538,554

    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 17,338,986,869

    その他 5,300,565

  臨時利益 1,196,045

    資産売却益 1,075,987



【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)

前年度末純資産残高 49,142,449,706 69,772,730,879 -20,618,194,837 -12,086,336

  純行政コスト（△） -17,338,986,869 -17,336,212,535 -2,774,334

  財源 16,857,634,361 16,857,634,361 -

    税収等 12,038,008,331 12,038,008,331 -

    国県等補助金 4,819,626,030 4,819,626,030 -

  本年度差額 -481,352,508 -478,578,174 -2,774,334

  固定資産等の変動（内部変動） -1,198,411,330 1,198,411,330

    有形固定資産等の増加 1,564,633,701 -1,564,633,701

    有形固定資産等の減少 -2,722,056,476 2,722,056,476

    貸付金・基金等の増加 329,961,246 -329,961,246

    貸付金・基金等の減少 -370,949,801 370,949,801

  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 -9,357,663 -8,896,784 -460,879 -

  その他 -15,874,720 52,065,190 -67,939,910

  本年度純資産変動額 -82,358,381 -731,016,414 651,432,367 -2,774,334

本年度末純資産残高 49,060,091,325 69,041,714,465 -19,966,762,470 -14,860,670

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 19,005,845,082

    業務費用支出 8,505,998,901

      人件費支出 4,030,915,953

      物件費等支出 3,972,322,128

      支払利息支出 247,824,535

      その他の支出 254,936,285

    移転費用支出 10,499,846,181

      補助金等支出 5,951,380,830

      社会保障給付支出 733,073,447

      他会計への繰出支出 437,068,946

      その他の支出 3,378,322,958

  業務収入 20,920,241,811

    税収等収入 11,808,096,899

    国県等補助金収入 4,354,960,308

    使用料及び手数料収入 4,058,850,818

    その他の収入 698,333,786

  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 1,909,216,222

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,884,133,811

    公共施設等整備費支出 1,630,868,539

    基金積立金支出 253,265,272

    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 863,548,832

    国県等補助金収入 589,537,140

    基金取崩収入 253,712,050

    貸付金元金回収収入 16,337,762

    資産売却収入 2,025,583

    その他の収入 1,936,297

投資活動収支 -1,020,584,979

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,132,163,896

    地方債等償還支出 2,132,163,896

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,314,965,200

    地方債等発行収入 1,314,965,200

    その他の収入 -

財務活動収支 -817,198,696

本年度資金収支額 71,432,547

前年度末資金残高 3,713,318,132

比例連結割合変更に伴う差額 -2,035,965

本年度末資金残高 3,782,714,714

前年度末歳計外現金残高 30,590,461

本年度歳計外現金増減額 1,012,169

本年度末歳計外現金残高 31,602,630

本年度末現金預金残高 3,814,317,344


