
【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 145,824,238,809   固定負債 41,420,577,127

    有形固定資産 132,397,110,287     地方債等 29,637,158,996

      事業用資産 61,556,520,011     長期未払金 443,878,000

        土地 22,872,463,354     退職手当引当金 7,280,108,174

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 308,827,600     その他 4,059,431,957

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 5,539,530,548

        建物 82,560,873,424     １年内償還予定地方債等 3,839,396,477

        建物減価償却累計額 -49,455,650,214     未払金 1,026,418,862

        建物減損損失累計額 -     未払費用 3,439,873

        工作物 9,455,888,837     前受金 34,266,343

        工作物減価償却累計額 -4,399,220,790     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 415,353,380

        船舶 -     預り金 122,028,434

        船舶減価償却累計額 -     その他 98,627,179

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 46,960,107,675

        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 149,715,315,525

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -38,473,586,697

        航空機 -   他団体出資等分 1,304,399

        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 213,337,800

      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 7,929,455,784

      物品減価償却累計額 -5,023,217,077

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 22,705,901

      ソフトウェア 21,934,276

      その他 771,625

    投資その他の資産 13,404,422,621

      投資及び出資金 165,398,500

        有価証券 26,010,000

        出資金 139,388,500

        その他 -

      長期延滞債権 1,574,474,264

      長期貸付金 1,046,105,600

      基金 10,739,026,842

        減債基金 311,603,335

        その他 10,427,423,507

      その他 41,149,465

      徴収不能引当金 -161,732,050

  流動資産 12,378,902,093

    現金預金 7,458,028,904

    未収金 890,337,156

    短期貸付金 92,221,900

    基金 3,798,854,816

      財政調整基金 3,798,854,816

      減債基金 -

    棚卸資産 178,076,978

    その他 28,315,084

    徴収不能引当金 -66,932,745

  繰延資産 - 純資産合計 111,243,033,227

資産合計 158,203,140,902 負債及び純資産合計 158,203,140,902

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 64,630,583,754

    業務費用 25,016,460,031

      人件費 9,452,892,714

        職員給与費 7,099,797,460

        賞与等引当金繰入額 410,690,055

        退職手当引当金繰入額 554,664,897

        その他 1,387,740,302

      物件費等 14,098,525,806

        物件費 7,830,429,503

        維持補修費 479,581,414

        減価償却費 4,743,515,652

        その他 1,044,999,237

      その他の業務費用 1,465,041,511

        支払利息 270,680,620

        徴収不能引当金繰入額 209,997,887

        その他 984,363,004

    移転費用 39,614,123,723

      補助金等 31,765,878,456

      社会保障給付 6,165,126,821

      その他 1,683,118,446

  経常収益 5,901,667,566

    使用料及び手数料 2,073,558,977

    その他 3,828,108,589

純経常行政コスト 58,728,916,188

  臨時損失 282,079,978

    災害復旧事業費 124,022,521

    資産除売却損 30,806,453

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 127,251,004

  臨時利益 162,661,569

    資産売却益 114,089,013

    その他 48,572,556

純行政コスト 58,848,334,597



【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 111,287,967,472 145,789,554,147 -34,502,807,612 1,220,937

  純行政コスト（△） -58,848,334,597 -58,848,321,158 -13,439

  財源 59,596,972,588 59,596,875,691 96,897

    税収等 40,547,927,249 40,547,830,352 96,897

    国県等補助金 19,049,045,339 19,049,045,339 -

  本年度差額 748,637,991 748,554,533 83,458

  固定資産等の変動（内部変動） 3,791,765,225 -3,791,765,225

    有形固定資産等の増加 6,399,409,627 -6,399,409,627

    有形固定資産等の減少 -4,789,728,318 4,789,728,318

    貸付金・基金等の増加 5,140,529,834 -5,140,529,834

    貸付金・基金等の減少 -2,958,445,918 2,958,445,918

  資産評価差額 9,500 9,500

  無償所管換等 536,379,276 536,379,276

  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 16,711,808 5,271,620 11,440,184 4

  その他 -1,346,672,820 -407,664,243 -939,008,577

  本年度純資産変動額 -44,934,245 3,925,761,378 -3,970,779,085 83,462

本年度末純資産残高 111,243,033,227 149,715,315,525 -38,473,586,697 1,304,399

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 59,870,672,571

    業務費用支出 20,433,292,818

      人件費支出 9,353,899,533

      物件費等支出 9,573,532,621

      支払利息支出 270,680,620

      その他の支出 1,235,180,044

    移転費用支出 39,437,379,753

      補助金等支出 31,818,458,464

      社会保障給付支出 6,165,126,821

      その他の支出 164,737,468

  業務収入 63,556,603,339

    税収等収入 40,408,098,769

    国県等補助金収入 17,250,878,242

    使用料及び手数料収入 2,023,094,378

    その他の収入 3,874,531,950

  臨時支出 1,421,394,980

    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 405,623,703

業務活動収支 2,670,159,491

【投資活動収支】

  投資活動支出 7,818,480,802

    公共施設等整備費支出 3,297,845,426

    基金積立金支出 2,509,004,376

    投資及び出資金支出 6,500,000

    貸付金支出 1,999,131,000

    その他の支出 6,000,000

  投資活動収入 3,744,106,001

    国県等補助金収入 1,392,357,892

    基金取崩収入 90,732,661

    貸付金元金回収収入 2,002,772,900

    資産売却収入 181,901,437

    その他の収入 76,341,111

投資活動収支 -4,074,374,801

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,751,222,602

    地方債等償還支出 3,681,903,300

    その他の支出 69,319,302

  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 -

前年度末歳計外現金残高 81,355,405

本年度歳計外現金増減額 -6,184,139

本年度末歳計外現金残高 75,171,266

本年度末現金預金残高 7,458,028,904

財務活動収支 -779,122,602

本年度資金収支額 -2,183,337,912

前年度末資金残高 9,554,749,447

比例連結割合変更に伴う差額 11,446,103

本年度末資金残高 7,382,857,638


