
【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 274,489,829,987   固定負債 116,826,160,541

    有形固定資産 259,373,969,062     地方債等 77,897,497,848

      事業用資産 92,830,507,272     長期未払金 32,231,172

        土地 47,643,155,392     退職手当引当金 8,868,307,414

        立木竹 30,596,440     損失補償等引当金 -

        建物 100,195,828,974     その他 30,028,124,107

        建物減価償却累計額 -59,369,416,917   流動負債 10,551,666,019

        工作物 3,474,142,404     １年内償還予定地方債等 7,978,579,114

        工作物減価償却累計額 -2,228,168,934     未払金 1,343,123,957

        船舶 -     未払費用 49,827,839

        船舶減価償却累計額 -     前受金 27,156,672

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 820,822,776

        航空機 -     預り金 139,225,421

        航空機減価償却累計額 -     その他 192,930,240

        その他 2,748,667 負債合計 127,377,826,560

        その他減価償却累計額 -2,611,234 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,084,232,480   固定資産等形成分 282,037,615,112

      インフラ資産 157,125,157,652   余剰分（不足分） -117,634,556,501

        土地 14,328,887,041   他団体出資等分 118,706,844

        建物 6,732,031,314

        建物減価償却累計額 -1,539,643,808

        工作物 282,617,100,832

        工作物減価償却累計額 -146,113,980,814

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,100,763,087

      物品 27,311,108,078

      物品減価償却累計額 -17,892,803,940

    無形固定資産 191,901,796

      ソフトウェア 187,325,181

      その他 4,576,615

    投資その他の資産 14,923,959,129

      投資及び出資金 682,890,275

        有価証券 40,979,275

        出資金 641,911,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,657,569,317

      長期貸付金 16,223,955

      基金 12,665,176,346

        減債基金 -

        その他 12,665,176,346

      その他 4,849,580

      徴収不能引当金 -102,750,344

  流動資産 17,409,762,028

    現金預金 7,629,760,503

    未収金 2,143,471,759

    短期貸付金 909,520,401

    基金 6,638,264,724

      財政調整基金 6,531,143,001

      減債基金 107,121,723

    棚卸資産 46,521,843

    その他 86,064,122

    徴収不能引当金 -43,841,324

  繰延資産 - 純資産合計 164,521,765,455

資産合計 291,899,592,015 負債及び純資産合計 291,899,592,015

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 77,503,963,290

    業務費用 37,003,012,334

      人件費 12,423,392,440

        職員給与費 9,744,016,407

        賞与等引当金繰入額 867,764,562

        退職手当引当金繰入額 586,056,876

        その他 1,225,554,595

      物件費等 22,315,907,191

        物件費 11,308,031,610

        維持補修費 1,187,100,697

        減価償却費 9,819,785,392

        その他 989,492

      その他の業務費用 2,263,712,703

        支払利息 1,120,025,500

        徴収不能引当金繰入額 131,787,155

        その他 1,011,900,048

    移転費用 40,500,950,956

      補助金等 17,444,338,544

      社会保障給付 22,980,284,634

      その他 76,327,778

  経常収益 10,702,054,398

    使用料及び手数料 7,184,846,468

    その他 3,517,207,930

純経常行政コスト 66,801,908,892

  臨時損失 772,772,410

    災害復旧事業費 341,639,696

    資産除売却損 97,834,966

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 333,297,748

  臨時利益 19,826,173

    資産売却益 7,901,711

    その他 11,924,462

純行政コスト 67,554,855,129



【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 165,972,393,962 288,258,601,638 -122,408,568,898 122,361,222

  純行政コスト（△） -67,554,855,129 -67,497,398,173 -57,456,956

  財源 66,164,760,898 66,110,376,806 54,384,092

    税収等 41,642,889,090 41,642,889,090 -

    国県等補助金 24,521,871,808 24,467,487,716 54,384,092

  本年度差額 -1,390,094,231 -1,387,021,367 -3,072,864

  固定資産等の変動（内部変動） -6,126,193,919 6,126,193,919

    有形固定資産等の増加 3,185,399,312 -3,185,399,312

    有形固定資産等の減少 -10,078,421,073 10,078,421,073

    貸付金・基金等の増加 2,097,818,743 -2,097,818,743

    貸付金・基金等の減少 -1,330,990,901 1,330,990,901

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -102,892,016 -102,892,016

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 581,514 -581,514

  比例連結割合変更に伴う差額 10,552,795 8,099,409 2,453,386 -

  その他 31,804,945 - 31,804,945

  本年度純資産変動額 -1,450,628,507 -6,220,986,526 4,774,012,397 -3,654,378

本年度末純資産残高 164,521,765,455 282,037,615,112 -117,634,556,501 118,706,844

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 67,174,185,759

    業務費用支出 26,673,306,803

      人件費支出 12,359,001,928

      物件費等支出 12,242,672,016

      支払利息支出 1,120,025,500

      その他の支出 951,607,359

    移転費用支出 40,500,878,956

      補助金等支出 17,444,338,544

      社会保障給付支出 22,980,284,634

      その他の支出 76,255,778

  業務収入 74,603,764,394

    税収等収入 41,424,358,991

    国県等補助金収入 22,780,397,863

    使用料及び手数料収入 7,161,438,770

    その他の収入 3,237,568,770

  臨時支出 669,820,873

    災害復旧事業費支出 341,639,696

    その他の支出 328,181,177

  臨時収入 155,015,403

業務活動収支 6,914,773,165

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,806,767,233

    公共施設等整備費支出 3,052,818,042

    基金積立金支出 1,154,650,517

    投資及び出資金支出 13,441

    貸付金支出 592,106,556

    その他の支出 7,178,677

  投資活動収入 1,846,398,908

    国県等補助金収入 873,729,734

    基金取崩収入 771,936,393

    貸付金元金回収収入 82,684,787

    資産売却収入 122,447,734

    その他の収入 -4,399,740

投資活動収支 -2,960,368,325

【財務活動収支】

  財務活動支出 8,479,497,890

    地方債等償還支出 8,228,695,336

    その他の支出 250,802,554

  財務活動収入 5,011,224,150

    地方債等発行収入 4,837,200,000

    その他の収入 174,024,150

前年度末歳計外現金残高 145,776,343

本年度歳計外現金増減額 -24,080,016

本年度末歳計外現金残高 121,696,327

本年度末現金預金残高 7,629,760,503

財務活動収支 -3,468,273,740

本年度資金収支額 486,131,100

前年度末資金残高 7,015,129,090

比例連結割合変更に伴う差額 6,803,986

本年度末資金残高 7,508,064,176


