
【様式第1号】

会計：全体会計 （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 10,369,678,101   固定負債 5,581,544,462

    有形固定資産 10,269,918,180     地方債等 4,599,353,973

      事業用資産 4,756,780,487     長期未払金 -

        土地 1,062,363,019     退職手当引当金 580,354,448

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 8,312,976,641     その他 401,836,041

        建物減価償却累計額 -5,144,178,199   流動負債 544,636,841

        工作物 769,890,446     １年内償還予定地方債等 492,135,428

        工作物減価償却累計額 -266,542,660     未払金 6,010,618

        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 43,541,331

        航空機 -     預り金 2,949,464

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 - 負債合計 6,126,181,303

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 22,271,240   固定資産等形成分 11,621,624,101

      インフラ資産 5,285,294,489   余剰分（不足分） -5,323,113,873

        土地 173,684,534   他団体出資等分 -

        建物 127,000,957

        建物減価償却累計額 -60,584,663

        工作物 14,223,723,302

        工作物減価償却累計額 -9,208,582,561

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 30,052,920

      物品 801,319,832

      物品減価償却累計額 -573,476,628

    無形固定資産 26,708,363

      ソフトウェア 26,708,363

      その他 -

    投資その他の資産 73,051,558

      投資及び出資金 19,308,256

        有価証券 345,000

        出資金 18,963,256

        その他 -

      長期延滞債権 45,422,266

      長期貸付金 -

      基金 13,181,500

        減債基金 -

        その他 13,181,500

      その他 -

      徴収不能引当金 -4,860,464

  流動資産 2,055,013,430

    現金預金 759,057,295

    未収金 42,100,709

    短期貸付金 -

    基金 1,251,946,000

      財政調整基金 1,050,129,000

      減債基金 201,817,000

    棚卸資産 7,200,000

    その他 -

    徴収不能引当金 -5,290,574

  繰延資産 - 純資産合計 6,298,510,228

資産合計 12,424,691,531 負債及び純資産合計 12,424,691,531

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （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 4,360,729,483

    業務費用 2,041,749,661

      人件費 745,721,289

        職員給与費 671,823,385

        賞与等引当金繰入額 41,981,169

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 31,916,735

      物件費等 1,225,862,855

        物件費 553,909,556

        維持補修費 65,045,898

        減価償却費 606,907,401

        その他 -

      その他の業務費用 70,165,517

        支払利息 42,190,047

        徴収不能引当金繰入額 4,899,372

        その他 23,076,098

    移転費用 2,318,979,822

      補助金等 2,077,469,852

      社会保障給付 240,672,970

      その他 837,000

  経常収益 183,130,205

    使用料及び手数料 114,344,268

    その他 68,785,937

純経常行政コスト 4,177,599,278

  臨時損失 22,592,391

    災害復旧事業費 1,300,280

    資産除売却損 19,037,986

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 2,254,125

  臨時利益 34,258,027

    資産売却益 33,920,534

    その他 337,493

純行政コスト 4,165,933,642



【様式第3号】

会計：全体会計 （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 6,237,536,060 11,313,866,016 -5,076,329,956 -

  純行政コスト（△） -4,165,933,642 -4,165,933,642 -

  財源 4,033,308,464 4,033,308,464 -

    税収等 3,133,149,562 3,133,149,562 -

    国県等補助金 900,158,902 900,158,902 -

  本年度差額 -132,625,178 -132,625,178 -

  固定資産等の変動（内部変動） -213,923,415 213,923,415

    有形固定資産等の増加 574,828,847 -574,828,847

    有形固定資産等の減少 -991,306,100 991,306,100

    貸付金・基金等の増加 302,493,749 -302,493,749

    貸付金・基金等の減少 -99,939,911 99,939,911

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 193,599,346 193,599,346

  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 - 328,082,154 -328,082,154

  本年度純資産変動額 60,974,168 307,758,085 -246,783,917 -

本年度末純資産残高 6,298,510,228 11,621,624,101 -5,323,113,873 -

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：全体会計 （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 3,746,842,214

    業務費用支出 1,427,862,392

      人件費支出 747,070,815

      物件費等支出 614,259,061

      支払利息支出 42,190,047

      その他の支出 24,342,469

    移転費用支出 2,318,979,822

      補助金等支出 2,077,469,852

      社会保障給付支出 240,672,970

      その他の支出 837,000

  業務収入 4,086,158,101

    税収等収入 3,121,183,027

    国県等補助金収入 799,352,370

    使用料及び手数料収入 115,351,668

    その他の収入 50,271,036

  臨時支出 20,338,263

    災害復旧事業費支出 1,300,280

    その他の支出 19,037,983

  臨時収入 34,349,000

業務活動収支 353,326,624

【投資活動収支】

  投資活動支出 435,846,071

    公共施設等整備費支出 201,914,071

    基金積立金支出 203,432,000

    投資及び出資金支出 1,500,000

    貸付金支出 29,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 155,466,371

    国県等補助金収入 53,607,375

    基金取崩収入 -

    貸付金元金回収収入 29,000,000

    資産売却収入 45,404,454

    その他の収入 27,454,542

投資活動収支 -280,379,700

【財務活動収支】

  財務活動支出 511,239,215

    地方債等償還支出 490,229,549

    その他の支出 21,009,666

  財務活動収入 339,500,000

    地方債等発行収入 339,500,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 2,947,089

本年度歳計外現金増減額 2,375

本年度末歳計外現金残高 2,949,464

本年度末現金預金残高 759,057,295

財務活動収支 -171,739,215

本年度資金収支額 -98,792,291

前年度末資金残高 854,900,122

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 756,107,831


