
【様式第1号】

【様式第1号】【様式第1号】

【様式第1号】

会計：全体会計 （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

20,546,525,521

  固定負債

6,398,138,519

    有形固定資産

18,950,699,412

    地方債等

5,800,624,628

      事業用資産

3,242,155,021

    長期未払金

-

        土地

696,646,874

    退職手当引当金

597,513,891

        立木竹

-

    損失補償等引当金

-

        建物

6,441,547,677

    その他

-

        建物減価償却累計額

-4,135,162,574

  流動負債

831,207,800

        工作物

335,176,244

    １年内償還予定地方債等

734,347,357

        工作物減価償却累計額

-211,024,600

    未払金

-

        船舶

-

    未払費用

-

        船舶減価償却累計額

-

    前受金

730,000

        浮標等

-

    前受収益

-

        浮標等減価償却累計額

-

    賞与等引当金

47,691,830

        航空機

-

    預り金

16,036,635

        航空機減価償却累計額

-

    その他

32,401,978

        その他

-

負債合計

7,229,346,319

        その他減価償却累計額

-

【純資産の部】

        建設仮勘定

114,971,400

  固定資産等形成分

21,443,428,232

      インフラ資産

15,676,990,365

  余剰分（不足分）

-6,778,594,466

        土地

455,163,840

  他団体出資等分

-

        建物

929,850,722

        建物減価償却累計額

-600,592,811

        工作物

31,332,490,241

        工作物減価償却累計額

-16,442,813,706

        その他

-

        その他減価償却累計額

-

        建設仮勘定

2,892,079

      物品

273,801,434

      物品減価償却累計額

-242,247,408

    無形固定資産

-

      ソフトウェア

-

      その他

-

    投資その他の資産

1,595,826,109

      投資及び出資金

329,611,150

        有価証券

-

        出資金

36,980,396

        その他

292,630,754

      長期延滞債権

106,962,458

      長期貸付金

10,304,804

      基金

1,152,914,312

        減債基金

-

        その他

1,152,914,312

      その他

-

      徴収不能引当金

-3,966,615

  流動資産

1,347,654,564

    現金預金

300,245,918

    未収金

22,934,752

    短期貸付金

2,720,375

    基金

894,182,336

      財政調整基金

748,196,782

      減債基金

145,985,554

    棚卸資産

128,780,000

    その他

-

    徴収不能引当金

-1,208,817

  繰延資産

-

純資産合計

14,664,833,766

資産合計

21,894,180,085

負債及び純資産合計

21,894,180,085

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：全体会計 （単位：円）

    資産売却益

615,498

    その他

220,893

純行政コスト

4,688,300,053

    損失補償等引当金繰入額

-

    その他

-

  臨時利益

836,391

  臨時損失

26,458,216

    災害復旧事業費

26,458,209

    資産除売却損

7

    使用料及び手数料

210,845,026

    その他

104,951,014

純経常行政コスト

4,662,678,228

      社会保障給付

176,693,395

      その他

3,626,788

  経常収益

315,796,040

        その他

38,845,183

    移転費用

2,522,495,860

      補助金等

2,342,175,677

      その他の業務費用

123,271,003

        支払利息

81,374,388

        徴収不能引当金繰入額

3,051,432

        維持補修費

68,226,995

        減価償却費

839,975,086

        その他

-

        その他

33,564,805

      物件費等

1,459,873,636

        物件費

551,671,555

        職員給与費

730,895,659

        賞与等引当金繰入額

47,691,830

        退職手当引当金繰入額

60,681,475

  経常費用

4,978,474,268

    業務費用

2,455,978,408

      人件費

872,833,769

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：全体会計 （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

14,627,244,929 21,809,792,123 -7,182,547,194 -

  純行政コスト（△）

-4,688,300,053 -4,688,300,053 -

  財源

4,683,498,663 4,683,498,663 -

    税収等

3,682,321,619 3,682,321,619 -

    国県等補助金

1,001,177,044 1,001,177,044 -

  本年度差額

-4,801,390 -4,801,390 -

  固定資産等の変動（内部変動）

-363,787,791 363,787,791

    有形固定資産等の増加

314,523,526 -314,523,526

    有形固定資産等の減少

-839,975,095 839,975,095

    貸付金・基金等の増加

449,987,445 -449,987,445

    貸付金・基金等の減少

-288,323,667 288,323,667

  資産評価差額

5 5

  無償所管換等

-2,576,105 -2,576,105

  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

44,966,327 - 44,966,327

  本年度純資産変動額

37,588,837 -366,363,891 403,952,728 -

本年度末純資産残高

14,664,833,766 21,443,428,232 -6,778,594,466 -

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：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高

13,750,070

本年度歳計外現金増減額

2,286,565

本年度末歳計外現金残高

16,036,635

本年度末現金預金残高

300,245,918

財務活動収支

-405,354,177

本年度資金収支額

22,407,656

前年度末資金残高

261,801,627

比例連結割合変更に伴う差額

-

本年度末資金残高

284,209,283

    地方債等償還支出

731,826,521

    その他の支出

31,568,360

  財務活動収入

358,040,704

    地方債等発行収入

325,670,000

    その他の収入

32,370,704

    資産売却収入

615,500

    その他の収入

1,169,898

投資活動収支

-452,490,860

【財務活動収支】

  財務活動支出

763,394,881

    その他の支出

-

  投資活動収入

306,583,091

    国県等補助金収入

17,309,144

    基金取崩収入

282,802,645

    貸付金元金回収収入

4,685,904

  投資活動支出

759,073,951

    公共施設等整備費支出

314,523,526

    基金積立金支出

440,205,425

    投資及び出資金支出

985,000

    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

880,252,693

【投資活動収支】

    税収等収入

3,678,125,849

    国県等補助金収入

971,933,552

    使用料及び手数料収入

207,016,587

    その他の収入

100,091,194

  臨時支出

26,458,209

    移転費用支出

2,522,495,860

      補助金等支出

2,342,175,677

      社会保障給付支出

176,693,395

      その他の支出

3,626,788

  業務収入

4,957,167,182

    業務費用支出

1,539,922,770

      人件費支出

814,046,540

      物件費等支出

619,898,550

      支払利息支出

81,374,388

      その他の支出

24,603,292

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

4,062,418,630


