
【様式第1号】

（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 27,079,968,613   固定負債 12,157,686,405

    有形固定資産 24,317,739,621     地方債等 11,090,815,827

      事業用資産 10,000,268,392     長期未払金 -

        土地 5,110,030,295     退職手当引当金 232,214,083

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 10,000,000     その他 834,656,495

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,354,815,033

        建物 14,256,771,013     １年内償還予定地方債等 935,589,378

        建物減価償却累計額 -9,787,993,094     未払金 212,210,832

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 544,349,897     前受金 165,206

        工作物減価償却累計額 -137,846,919     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 102,275,373

        船舶 -     預り金 84,255,851

        船舶減価償却累計額 -     その他 20,318,393

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 13,512,501,438

        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 27,626,762,967

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -11,902,184,237

        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 4,957,200

      インフラ資産 14,200,135,370

        土地 2,268,169,251

        土地減損損失累計額 -

        建物 946,328,044

        建物減価償却累計額 -486,088,820

        建物減損損失累計額 -

        工作物 29,137,557,618

        工作物減価償却累計額 -18,029,281,057

        工作物減損損失累計額 -

        その他 725,802,100

        その他減価償却累計額 -451,438,358

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 89,086,592

      物品 405,817,974

      物品減価償却累計額 -288,482,115

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 798,798,081

      ソフトウェア 5,878,200

      その他 792,919,881

    投資その他の資産 1,963,430,911

      投資及び出資金 48,989,000

        有価証券 -

        出資金 48,989,000

        その他 -

      長期延滞債権 161,468,144

      長期貸付金 -

      基金 1,767,550,792

        減債基金 113,208,391

        その他 1,654,342,401

      その他 -

      徴収不能引当金 -14,577,025

  流動資産 2,157,111,555

    現金預金 1,509,694,277

    未収金 103,910,756

    短期貸付金 -

    基金 546,794,354

      財政調整基金 546,794,354

      減債基金 -

    棚卸資産 4,257,972

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,545,804

  繰延資産 - 純資産合計 15,724,578,730

資産合計 29,237,080,168 負債及び純資産合計 29,237,080,168

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 319,548

    その他 -

純行政コスト 12,070,777,114

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 319,548

  臨時損失 69,162,418

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 69,162,418

    使用料及び手数料 598,128,347

    その他 113,702,323

純経常行政コスト 12,001,934,244

      社会保障給付 961,932,219

      その他 101,565,555

  経常収益 711,830,670

        その他 90,741,697

    移転費用 7,741,062,975

      補助金等 6,677,565,201

      その他の業務費用 247,740,778

        支払利息 142,022,175

        徴収不能引当金繰入額 14,976,906

        維持補修費 203,708,364

        減価償却費 1,024,595,869

        その他 2,974,000

        その他 481,725,479

      物件費等 3,394,634,608

        物件費 2,163,356,375

        職員給与費 956,245,307

        賞与等引当金繰入額 98,029,401

        退職手当引当金繰入額 -205,673,634

  経常費用 12,713,764,914

    業務費用 4,972,701,939

      人件費 1,330,326,553

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】

（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 16,150,328,232 28,048,613,548 -11,898,285,316 -

  純行政コスト（△） -12,070,777,114 -12,070,777,114 -

  財源 11,512,457,625 11,512,457,625 -

    税収等 8,575,577,894 8,575,577,894 -

    国県等補助金 2,936,879,731 2,936,879,731 -

  本年度差額 -558,319,489 -558,319,489 -

  固定資産等の変動（内部変動） -554,420,568 554,420,568

    有形固定資産等の増加 1,381,157,000 -1,381,157,000

    有形固定資産等の減少 -1,469,388,665 1,469,388,665

    貸付金・基金等の増加 683,901,792 -683,901,792

    貸付金・基金等の減少 -1,150,090,695 1,150,090,695

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 132,569,987 132,569,987

  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 -425,749,502 -421,850,581 -3,898,921 -

本年度末純資産残高 15,724,578,730 27,626,762,967 -11,902,184,237 -

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 81,660,994

本年度歳計外現金増減額 2,594,857

本年度末歳計外現金残高 84,255,851

本年度末現金預金残高 1,509,694,277

財務活動収支 152,633,865

本年度資金収支額 29,928,844

前年度末資金残高 1,395,509,582

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,425,438,426

    地方債等償還支出 871,866,135

    その他の支出 -

  財務活動収入 1,024,500,000

    地方債等発行収入 1,024,500,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 319,647

    その他の収入 -

投資活動収支 -311,134,682

【財務活動収支】

  財務活動支出 871,866,135

    その他の支出 133,557,000

  投資活動収入 1,036,729,647

    国県等補助金収入 243,851,000

    基金取崩収入 779,519,000

    貸付金元金回収収入 13,040,000

  投資活動支出 1,347,864,329

    公共施設等整備費支出 1,005,198,324

    基金積立金支出 198,069,005

    投資及び出資金支出 5,000,000

    貸付金支出 6,040,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 188,429,661

【投資活動収支】

    税収等収入 8,576,919,980

    国県等補助金収入 2,694,756,731

    使用料及び手数料収入 592,424,970

    その他の収入 80,563,300

  臨時支出 -

    移転費用支出 7,741,062,975

      補助金等支出 6,677,565,201

      社会保障給付支出 961,932,219

      その他の支出 101,565,555

  業務収入 11,944,664,981

    業務費用支出 4,015,172,345

      人件費支出 1,533,329,576

      物件費等支出 2,258,639,249

      支払利息支出 142,022,175

      その他の支出 81,181,345

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 11,756,235,320


