
【様式第1号】

【様式第1号】【様式第1号】

【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：円）

科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額 科目名

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産

22,053,230,721

  固定負債

7,192,753,201

    有形固定資産

19,806,263,954

    地方債等

6,230,010,723

      事業用資産

3,746,242,385

    長期未払金

-

        土地

844,083,328

    退職手当引当金

744,816,870

        立木竹

-

    損失補償等引当金

-

        建物

7,151,941,465

    その他

217,925,608

        建物減価償却累計額

-4,527,220,415

  流動負債

953,193,645

        工作物

1,153,557,719

    １年内償還予定地方債等

788,364,388

        工作物減価償却累計額

-994,557,789

    未払金

36,273,666

        船舶

-

    未払費用

-

        船舶減価償却累計額

-

    前受金

730,829

        浮標等

-

    前受収益

-

        浮標等減価償却累計額

-

    賞与等引当金

75,969,386

        航空機

-

    預り金

18,746,232

        航空機減価償却累計額

-

    その他

33,109,144

        その他

1,342,859

負債合計

8,145,946,846

        その他減価償却累計額

-680,886

【純資産の部】

        建設仮勘定

117,776,104

  固定資産等形成分

22,966,812,641

      インフラ資産

15,884,889,369

  余剰分（不足分）

-7,016,210,635

        土地

476,937,785

  他団体出資等分

-

        建物

965,505,190

        建物減価償却累計額

-621,291,948

        工作物

31,594,152,338

        工作物減価償却累計額

-16,533,862,761

        その他

-

        その他減価償却累計額

-

        建設仮勘定

3,448,765

      物品

796,135,315

      物品減価償却累計額

-621,003,115

    無形固定資産

314,717,187

      ソフトウェア

191,452

      その他

314,525,735

    投資その他の資産

1,932,249,580

      投資及び出資金

14,214,396

        有価証券

-

        出資金

13,229,396

        その他

985,000

      長期延滞債権

106,973,710

      長期貸付金

10,304,804

      基金

1,774,394,136

        減債基金

-

        その他

1,774,394,136

      その他

30,329,149

      徴収不能引当金

-3,966,615

  流動資産

2,043,318,131

    現金預金

850,933,581

    未収金

124,826,407

    短期貸付金

2,720,375

    基金

910,861,545

      財政調整基金

764,875,991

      減債基金

145,985,554

    棚卸資産

133,666,327

    その他

22,086,334

    徴収不能引当金

-1,776,438

  繰延資産

-

純資産合計

15,950,602,006

資産合計

24,096,548,852

負債及び純資産合計

24,096,548,852

連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

【様式第2号】【様式第2号】

【様式第2号】

会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益

667,523

    その他

221,651

純行政コスト

5,703,772,243

    損失補償等引当金繰入額

-

    その他

5,017

  臨時利益

889,174

  臨時損失

26,467,570

    災害復旧事業費

26,458,211

    資産除売却損

4,342

    使用料及び手数料

627,177,634

    その他

168,159,095

純経常行政コスト

5,678,193,847

      社会保障給付

176,693,395

      その他

14,575,432

  経常収益

795,336,729

        その他

101,170,463

    移転費用

3,040,052,050

      補助金等

2,848,615,608

      その他の業務費用

193,407,907

        支払利息

89,135,198

        徴収不能引当金繰入額

3,102,246

        維持補修費

84,923,839

        減価償却費

935,368,335

        その他

190,063

        その他

119,473,201

      物件費等

1,847,260,817

        物件費

826,778,580

        職員給与費

1,063,681,453

        賞与等引当金繰入額

89,871,608

        退職手当引当金繰入額

119,783,540

  経常費用

6,473,530,576

    業務費用

3,433,478,526

      人件費

1,392,809,802

連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書連結行政コスト計算書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

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額



【様式第3号】

【様式第3号】【様式第3号】

【様式第3号】

会計：連結会計 （単位：円）

科目名

科目名科目名

科目名 合計

合計合計

合計 固定資産等形成分

固定資産等形成分固定資産等形成分

固定資産等形成分 余剰分(不足分)

余剰分(不足分)余剰分(不足分)

余剰分(不足分) 他団体出資等分

他団体出資等分他団体出資等分

他団体出資等分

前年度末純資産残高

15,697,884,799 23,137,559,803 -7,439,675,004 -

  純行政コスト（△）

-5,703,772,243 -5,703,772,243 -

  財源

5,667,825,241 5,667,825,241 -

    税収等

4,208,403,847 4,208,403,847 -

    国県等補助金

1,459,421,394 1,459,421,394 -

  本年度差額

-35,947,002 -35,947,002 -

  固定資産等の変動（内部変動）

-420,964,639 420,964,639

    有形固定資産等の増加

346,295,947 -346,295,947

    有形固定資産等の減少

-936,846,550 936,846,550

    貸付金・基金等の増加

503,363,792 -503,363,792

    貸付金・基金等の減少

-333,777,828 333,777,828

  資産評価差額

5 5

  無償所管換等

-2,568,575 -2,568,575

  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

243,484,269 272,814,906 -29,330,637 -

  その他

47,748,510 -20,028,859 67,777,369

  本年度純資産変動額

252,717,207 -170,747,162 423,464,369 -

本年度末純資産残高

15,950,602,006 22,966,812,641 -7,016,210,635 -

連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書連結純資産変動計算書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】

【様式第4号】【様式第4号】

【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高

14,036,115

本年度歳計外現金増減額

2,420,691

本年度末歳計外現金残高

16,456,806

本年度末現金預金残高

850,933,581

財務活動収支

-418,551,434

本年度資金収支額

8,123,266

前年度末資金残高

772,464,005

比例連結割合変更に伴う差額

53,889,504

本年度末資金残高

834,476,775

    地方債等償還支出

787,047,605

    その他の支出

31,906,141

  財務活動収入

400,402,312

    地方債等発行収入

343,677,686

    その他の収入

56,724,626

    資産売却収入

667,529

    その他の収入

1,759,555

投資活動収支

-502,026,994

【財務活動収支】

  財務活動支出

818,953,746

    その他の支出

1,532,679

  投資活動収入

349,827,861

    国県等補助金収入

17,755,593

    基金取崩収入

324,959,280

    貸付金元金回収収入

4,685,904

  投資活動支出

851,854,855

    公共施設等整備費支出

354,842,156

    基金積立金支出

492,059,846

    投資及び出資金支出

60,174

    貸付金支出

3,360,000

    災害復旧事業費支出

26,458,209

    その他の支出

-

  臨時収入

11,962,350

業務活動収支

928,701,694

【投資活動収支】

    税収等収入

4,205,496,195

    国県等補助金収入

1,422,503,189

    使用料及び手数料収入

615,532,548

    その他の収入

153,928,459

  臨時支出

26,458,209

    移転費用支出

3,088,431,482

      補助金等支出

2,839,061,347

      社会保障給付支出

176,693,395

      その他の支出

72,509,125

  業務収入

6,397,460,391

    業務費用支出

2,365,831,356

      人件費支出

1,278,603,847

      物件費等支出

910,593,644

      支払利息支出

89,135,198

      その他の支出

87,498,667

連結資金収支計算書連結資金収支計算書連結資金収支計算書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

科目名科目名

科目名 金額

金額金額

金額

【業務活動収支】

  業務支出

5,454,262,838


