
【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 143,244,116,202   固定負債 40,881,029,067

    有形固定資産 130,952,759,544     地方債等 29,533,675,304

      事業用資産 60,261,044,438     長期未払金 443,878,000

        土地 22,776,809,277     退職手当引当金 6,976,114,071

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 60,000,000

        立木竹 308,827,600     その他 3,867,361,692

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 4,907,892,618

        建物 82,277,394,049     １年内償還予定地方債等 3,616,576,775

        建物減価償却累計額 -49,298,703,601     未払金 699,718,727

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 7,559,623,079     前受金 134,189

        工作物減価償却累計額 -3,576,200,566     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 414,310,422

        船舶 -     預り金 78,845,326

        船舶減価償却累計額 -     その他 98,307,179

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 45,788,921,685

        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 147,128,931,714

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -39,077,226,405

        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 213,294,600

      インフラ資産 67,934,351,569

        土地 11,487,466,216

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,541,768,471

        建物減価償却累計額 -900,622,201

        建物減損損失累計額 -

        工作物 107,234,854,802

        工作物減価償却累計額 -59,139,734,690

        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 7,710,618,971

      物品 6,835,572,410

      物品減価償却累計額 -4,078,208,873

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 18,446,617

      ソフトウェア 18,446,617

      その他 -

    投資その他の資産 12,272,910,041

      投資及び出資金 212,416,500

        有価証券 26,000,000

        出資金 186,416,500

        その他 -

      長期延滞債権 1,573,006,782

      長期貸付金 1,043,400,600

      基金 9,605,398,362

        減債基金 311,603,335

        その他 9,293,795,027

      その他 -

      徴収不能引当金 -161,312,203

  流動資産 10,596,510,792

    現金預金 5,999,857,716

    未収金 742,671,309

    短期貸付金 92,221,900

    基金 3,792,593,612

      財政調整基金 3,792,593,612

      減債基金 -

    棚卸資産 32,299,374

    その他 3,600,000

    徴収不能引当金 -66,733,119

  繰延資産 - 純資産合計 108,051,705,309

資産合計 153,840,626,994 負債及び純資産合計 153,840,626,994

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 108,068,984

    その他 6,000,000

純行政コスト 50,074,902,146

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 49,678,459

  臨時利益 114,068,984

  臨時損失 204,507,385

    災害復旧事業費 124,022,521

    資産除売却損 30,806,405

    使用料及び手数料 2,091,880,584

    その他 932,157,679

純経常行政コスト 49,984,463,745

      社会保障給付 6,167,290,430

      その他 102,959,593

  経常収益 3,024,038,263

        その他 670,295,182

    移転費用 31,131,102,848

      補助金等 23,571,795,825

      その他の業務費用 1,149,020,254

        支払利息 268,915,426

        徴収不能引当金繰入額 209,809,646

        維持補修費 406,596,623

        減価償却費 4,663,378,110

        その他 103,513,425

        その他 1,222,475,456

      物件費等 12,470,639,306

        物件費 7,297,151,148

        職員給与費 6,071,809,822

        賞与等引当金繰入額 410,074,173

        退職手当引当金繰入額 553,380,149

  経常費用 53,008,502,008

    業務費用 21,877,399,160

      人件費 8,257,739,600

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 108,215,156,290 143,278,512,430 -35,063,356,140 -

  純行政コスト（△） -50,074,902,146 -50,074,902,146 -

  財源 50,738,135,209 50,738,135,209 -

    税収等 36,341,706,925 36,341,706,925 -

    国県等補助金 14,396,428,284 14,396,428,284 -

  本年度差額 663,233,063 663,233,063 -

  固定資産等の変動（内部変動） 3,679,723,121 -3,679,723,121

    有形固定資産等の増加 6,359,128,707 -6,359,128,707

    有形固定資産等の減少 -4,728,876,824 4,728,876,824

    貸付金・基金等の増加 5,003,435,575 -5,003,435,575

    貸付金・基金等の減少 -2,953,964,337 2,953,964,337

  資産評価差額 9,500 9,500

  無償所管換等 530,979,276 530,979,276

  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 -1,357,672,820 -360,292,613 -997,380,207

  本年度純資産変動額 -163,450,981 3,850,419,284 -4,013,870,265 -

本年度末純資産残高 108,051,705,309 147,128,931,714 -39,077,226,405 -

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 81,222,396

本年度歳計外現金増減額 -6,222,554

本年度末歳計外現金残高 74,999,842

本年度末現金預金残高 5,999,857,716

財務活動収支 -734,123,262

本年度資金収支額 -2,116,867,004

前年度末資金残高 8,041,724,878

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 5,924,857,874

    地方債等償還支出 3,639,309,540

    その他の支出 66,913,722

  財務活動収入 2,972,100,000

    地方債等発行収入 2,972,100,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 177,515,111

    その他の収入 76,341,111

投資活動収支 -3,922,364,463

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,706,223,262

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,759,985,932

    国県等補助金収入 1,392,357,892

    基金取崩収入 88,998,918

    貸付金元金回収収入 2,024,772,900

  投資活動支出 7,682,350,395

    公共施設等整備費支出 3,263,140,428

    基金積立金支出 2,391,578,967

    投資及び出資金支出 6,500,000

    貸付金支出 2,021,131,000

    災害復旧事業費支出 124,022,521

    その他の支出 1,297,372,459

  臨時収入 403,990,000

業務活動収支 2,539,620,721

【投資活動収支】

    税収等収入 36,201,878,445

    国県等補助金収入 12,616,652,468

    使用料及び手数料収入 2,041,415,985

    その他の収入 931,875,933

  臨時支出 1,421,394,980

    移転費用支出 31,201,812,848

      補助金等支出 23,642,505,825

      社会保障給付支出 6,167,290,430

      その他の支出 102,959,593

  業務収入 51,791,822,831

    業務費用支出 17,032,984,282

      人件費支出 8,155,074,847

      物件費等支出 7,964,597,575

      支払利息支出 268,915,426

      その他の支出 644,396,434

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 48,234,797,130


