
【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 18,624,299,674   固定負債 4,454,613,189

    有形固定資産 17,481,954,985     地方債等 3,877,093,096

      事業用資産 8,946,157,544     長期未払金 -

        土地 3,294,671,060     退職手当引当金 535,820,307

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 11,424,361,788     その他 41,699,786

        建物減価償却累計額 -6,290,064,956   流動負債 382,958,287

        工作物 1,256,441,718     １年内償還予定地方債等 292,388,098

        工作物減価償却累計額 -740,050,207     未払金 12,324,346

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 42,592,142

        航空機 -     預り金 35,653,701

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 4,837,571,476

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 798,141   固定資産等形成分 21,410,307,558

      インフラ資産 8,302,818,851   余剰分（不足分） -3,594,488,048

        土地 965,008,044   他団体出資等分 -

        建物 3,062,527,130

        建物減価償却累計額 -2,116,180,574

        工作物 15,329,285,439

        工作物減価償却累計額 -8,967,299,528

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 29,478,340

      物品 495,133,466

      物品減価償却累計額 -262,154,876

    無形固定資産 39,984,764

      ソフトウェア 39,984,764

      その他 -

    投資その他の資産 1,102,359,925

      投資及び出資金 16,958,700

        有価証券 -

        出資金 16,958,700

        その他 -

      長期延滞債権 65,278,629

      長期貸付金 6,540,000

      基金 1,017,919,844

        減債基金 -

        その他 1,017,919,844

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,337,248

  流動資産 4,029,091,312

    現金預金 1,195,269,233

    未収金 46,688,188

    短期貸付金 4,000,000

    基金 2,782,007,884

      財政調整基金 2,300,736,042

      減債基金 481,271,842

    棚卸資産 2,782,410

    その他 298,685

    徴収不能引当金 -1,955,088

  繰延資産 - 純資産合計 17,815,819,510

資産合計 22,653,390,986 負債及び純資産合計 22,653,390,986

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 4,992,981,096

    業務費用 2,638,139,577

      人件費 648,201,226

        職員給与費 471,238,046

        賞与等引当金繰入額 42,590,732

        退職手当引当金繰入額 83,162,536

        その他 51,209,912

      物件費等 1,889,299,543

        物件費 1,077,174,189

        維持補修費 83,726,994

        減価償却費 728,337,715

        その他 60,645

      その他の業務費用 100,638,808

        支払利息 57,559,235

        徴収不能引当金繰入額 5,519,846

        その他 37,559,727

    移転費用 2,354,841,519

      補助金等 1,169,308,201

      社会保障給付 1,182,799,902

      その他 2,733,416

  経常収益 358,901,147

    使用料及び手数料 271,674,802

    その他 87,226,345

純経常行政コスト 4,634,079,949

  臨時損失 -

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 6,124,568

    資産売却益 1,006,740

    その他 5,117,828

純行政コスト 4,627,955,381



【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 18,141,749,809 21,706,825,534 -3,565,075,725 -

  純行政コスト（△） -4,627,955,381 -4,627,955,381 -

  財源 4,543,973,653 4,543,973,653 -

    税収等 3,085,785,178 3,085,785,178 -

    国県等補助金 1,458,188,475 1,458,188,475 -

  本年度差額 -83,981,728 -83,981,728 -

  固定資産等の変動（内部変動） -49,358,128 49,358,128

    有形固定資産等の増加 1,557,896,491 -1,557,896,491

    有形固定資産等の減少 -728,637,072 728,637,072

    貸付金・基金等の増加 161,950,611 -161,950,611

    貸付金・基金等の減少 -1,040,568,158 1,040,568,158

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 19,047,306 19,047,306

  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 -1,068,073 -266,207,154 265,139,081 -

  その他 -259,927,804 - -259,927,804

  本年度純資産変動額 -325,930,299 -296,517,976 -29,412,323 -

本年度末純資産残高 17,815,819,510 21,410,307,558 -3,594,488,048 -

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 4,239,561,826

    業務費用支出 1,831,374,558

      人件費支出 565,992,416

      物件費等支出 1,170,067,593

      支払利息支出 57,559,235

      その他の支出 37,755,314

    移転費用支出 2,408,187,268

      補助金等支出 1,222,725,950

      社会保障給付支出 1,182,799,902

      その他の支出 2,661,416

  業務収入 4,635,484,310

    税収等収入 3,076,766,245

    国県等補助金収入 1,200,954,063

    使用料及び手数料収入 271,277,050

    その他の収入 86,486,952

  臨時支出 -

    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 395,922,484

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,690,904,782

    公共施設等整備費支出 1,557,896,491

    基金積立金支出 126,328,291

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,680,000

    その他の支出 5,000,000

  投資活動収入 1,273,270,194

    国県等補助金収入 256,002,058

    基金取崩収入 1,005,738,234

    貸付金元金回収収入 5,520,000

    資産売却収入 1,009,902

    その他の収入 5,000,000

投資活動収支 -417,634,588

【財務活動収支】

  財務活動支出 282,564,257

    地方債等償還支出 282,564,257

    その他の支出 -

  財務活動収入 338,715,176

    地方債等発行収入 336,675,176

    その他の収入 2,040,000

前年度末歳計外現金残高 17,976,695

本年度歳計外現金増減額 17,832,647

本年度末歳計外現金残高 35,809,342

本年度末現金預金残高 1,195,269,233

財務活動収支 56,150,919

本年度資金収支額 34,438,815

前年度末資金残高 1,125,126,122

比例連結割合変更に伴う差額 -105,046

本年度末資金残高 1,159,459,891


