
【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 30,454,326,022   固定負債 14,402,445,317

    有形固定資産 25,710,688,080     地方債等 11,575,709,417

      事業用資産 11,389,623,687     長期未払金 -

        土地 5,289,300,142     退職手当引当金 1,992,079,405

        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 1,454,494,108

        建物 15,559,467,946     １年内償還予定地方債等 966,106,009

        建物減価償却累計額 -10,353,270,687     未払金 260,739,288

        建物減損損失累計額 -     未払費用 15,441

        工作物 2,182,056,178     前受金 225,376

        工作物減価償却累計額 -1,329,844,570     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 106,867,032

        船舶 -     預り金 86,794,146

        船舶減価償却累計額 -     その他 33,746,816

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 15,856,939,425

        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 31,091,356,534

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -13,972,339,950

        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 31,914,678

      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 450,900,889

      物品減価償却累計額 -329,971,866

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 799,571,037

      ソフトウェア 6,450,639

      その他 793,120,398

    投資その他の資産 3,944,066,905

      投資及び出資金 50,004,000

        有価証券 -

        出資金 49,004,000

        その他 1,000,000

      長期延滞債権 163,492,861

      長期貸付金 822,242

      基金 3,708,582,628

        減債基金 113,208,391

        その他 3,595,374,237

      その他 36,000,295

      徴収不能引当金 -14,835,121

  流動資産 2,521,629,987

    現金預金 1,744,074,311

    未収金 143,267,053

    短期貸付金 -

    基金 637,030,512

      財政調整基金 637,030,512

      減債基金 -

    棚卸資産 4,257,972

    その他 556,734

    徴収不能引当金 -7,556,595

  繰延資産 - 純資産合計 17,119,016,584

資産合計 32,975,956,009 負債及び純資産合計 32,975,956,009

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 520,827

    その他 23,607,763

純行政コスト 14,683,922,854

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 24,128,590

  臨時損失 98,902,113

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 98,902,113

    使用料及び手数料 659,085,301

    その他 330,179,980

純経常行政コスト 14,609,149,331

      社会保障給付 961,941,469

      その他 105,868,415

  経常収益 989,265,281

        その他 154,527,059

    移転費用 9,833,276,305

      補助金等 8,765,466,421

      その他の業務費用 313,231,704

        支払利息 143,682,338

        徴収不能引当金繰入額 15,022,307

        維持補修費 204,719,437

        減価償却費 1,116,257,474

        その他 2,974,000

        その他 627,981,673

      物件費等 3,807,197,186

        物件費 2,483,246,275

        職員給与費 1,111,131,595

        賞与等引当金繰入額 102,579,423

        退職手当引当金繰入額 -196,983,274

  経常費用 15,598,414,612

    業務費用 5,765,138,307

      人件費 1,644,709,417

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 17,651,431,115 30,786,283,152 -13,134,852,037 -

  純行政コスト（△） -14,683,922,854 -14,683,922,854 -

  財源 14,169,196,397 14,169,196,397 -

    税収等 10,102,744,697 10,102,744,697 -

    国県等補助金 4,066,451,700 4,066,451,700 -

  本年度差額 -514,726,457 -514,726,457 -

  固定資産等の変動（内部変動） 346,901,206 -346,901,206

    有形固定資産等の増加 1,658,593,510 -1,658,593,510

    有形固定資産等の減少 -1,794,405,636 1,794,405,636

    貸付金・基金等の増加 1,651,372,137 -1,651,372,137

    貸付金・基金等の減少 -1,168,658,805 1,168,658,805

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 92,916,961 92,916,961

  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 -82,625,195 -125,035,404 42,410,209 -

  その他 -27,979,840 -9,709,381 -18,270,459

  本年度純資産変動額 -532,414,531 305,073,382 -837,487,913 -

本年度末純資産残高 17,119,016,584 31,091,356,534 -13,972,339,950 -

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 82,682,912

本年度歳計外現金増減額 2,548,715

本年度末歳計外現金残高 85,231,627

本年度末現金預金残高 1,744,074,311

財務活動収支 157,769,335

本年度資金収支額 50,349,189

前年度末資金残高 1,633,483,233

比例連結割合変更に伴う差額 -24,989,738

本年度末資金残高 1,658,842,684

    地方債等償還支出 912,628,624

    その他の支出 8,640

  財務活動収入 1,070,406,599

    地方債等発行収入 1,070,406,599

    その他の収入 -

    資産売却収入 520,926

    その他の収入 65,557,744

投資活動収支 -350,607,720

【財務活動収支】

  財務活動支出 912,637,264

    その他の支出 137,854,734

  投資活動収入 1,131,307,519

    国県等補助金収入 256,580,128

    基金取崩収入 795,075,919

    貸付金元金回収収入 13,572,802

  投資活動支出 1,481,915,239

    公共施設等整備費支出 1,079,010,522

    基金積立金支出 253,476,891

    投資及び出資金支出 5,000,000

    貸付金支出 6,573,092

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 30

  臨時収入 303,101

業務活動収支 243,187,574

【投資活動収支】

    税収等収入 9,964,867,502

    国県等補助金収入 3,861,971,896

    使用料及び手数料収入 653,412,589

    その他の収入 320,217,857

  臨時支出 30

    移転費用支出 9,838,751,899

      補助金等支出 8,764,106,441

      社会保障給付支出 961,941,469

      その他の支出 112,703,989

  業務収入 14,800,469,844

    業務費用支出 4,718,833,442

      人件費支出 1,756,318,525

      物件費等支出 2,679,463,115

      支払利息支出 143,689,404

      その他の支出 139,362,398

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 14,557,585,341


