
【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 759,099,317,244   固定負債 401,991,431,818

    有形固定資産 739,420,396,816     地方債等 268,122,733,880

      事業用資産 262,257,968,181     長期未払金 -

        土地 95,063,236,292     退職手当引当金 28,675,243,451

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 582,071,000     その他 105,193,454,487

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 35,682,227,478

        建物 298,487,209,157     １年内償還予定地方債等 24,181,007,598

        建物減価償却累計額 -162,572,510,879     未払金 7,392,451,403

        建物減損損失累計額 -     未払費用 874,768

        工作物 19,379,731,581     前受金 22,552,722

        工作物減価償却累計額 -10,226,711,377     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 2,385,139,141

        船舶 -     預り金 1,664,034,608

        船舶減価償却累計額 -     その他 36,167,238

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 437,673,659,296

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 774,262,394,847

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -407,193,737,481

        航空機 -   他団体出資等分 262,928,198

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 3,377,538

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 21,541,564,869

      インフラ資産 445,052,438,933

        土地 51,210,445,029

        土地減損損失累計額 -

        建物 15,958,635,180

        建物減価償却累計額 -5,623,440,355

        建物減損損失累計額 -

        工作物 643,453,637,208

        工作物減価償却累計額 -272,262,420,595

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 12,315,582,466

      物品 97,109,940,772

      物品減価償却累計額 -64,999,951,070

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 2,160,562,709

      ソフトウェア 11,244,496

      その他 2,149,318,213

    投資その他の資産 17,518,357,719

      投資及び出資金 3,144,706,262

        有価証券 15,963,426

        出資金 3,128,742,836

        その他 -

      長期延滞債権 3,132,096,994

      長期貸付金 2,337,847,286

      基金 8,632,779,846

        減債基金 1,520,913,604

        その他 7,111,866,242

      その他 746,799,704

      徴収不能引当金 -475,872,373

  流動資産 45,905,927,616

    現金預金 18,500,652,891

    未収金 5,008,970,664

    短期貸付金 1,217,692,133

    基金 13,945,385,470

      財政調整基金 13,945,385,470

      減債基金 -

    棚卸資産 7,310,530,451

    その他 220,928

    徴収不能引当金 -77,524,921

  繰延資産 - 純資産合計 367,331,585,564

資産合計 805,005,244,860 負債及び純資産合計 805,005,244,860

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）

    資産売却益 208,549,843

    その他 132,212,782

純行政コスト 260,204,023,419

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 108,193,173

  臨時利益 340,762,625

  臨時損失 348,064,655

    災害復旧事業費 124,620,400

    資産除売却損 115,251,082

    使用料及び手数料 20,335,452,134

    その他 27,140,936,764

純経常行政コスト 260,196,721,389

      社会保障給付 32,734,761,509

      その他 219,465,955

  経常収益 47,476,388,898

        その他 12,273,268,978

    移転費用 182,586,164,226

      補助金等 149,631,936,762

      その他の業務費用 15,717,153,151

        支払利息 2,952,886,176

        徴収不能引当金繰入額 490,997,997

        維持補修費 2,277,308,416

        減価償却費 24,487,129,953

        その他 5,085,223,967

        その他 6,724,923,709

      物件費等 69,398,134,633

        物件費 37,548,472,297

        職員給与費 28,699,634,930

        賞与等引当金繰入額 2,300,975,692

        退職手当引当金繰入額 2,246,123,946

  経常費用 307,673,110,287

    業務費用 125,086,946,061

      人件費 39,971,658,277

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



【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 362,605,509,350 762,811,253,612 -400,468,263,539 262,519,277

  純行政コスト（△） -260,204,023,419 -260,144,831,528 -59,191,891

  財源 261,503,912,649 261,444,311,837 59,600,812

    税収等 172,297,786,101 172,297,786,101 -

    国県等補助金 89,206,126,548 89,146,525,736 59,600,812

  本年度差額 1,299,889,230 1,299,480,309 408,921

  固定資産等の変動（内部変動） 11,074,265,609 -11,074,265,609

    有形固定資産等の増加 45,215,251,741 -45,215,251,741

    有形固定資産等の減少 -25,110,976,611 25,110,976,611

    貸付金・基金等の増加 18,035,166,359 -18,035,166,359

    貸付金・基金等の減少 -27,065,175,880 27,065,175,880

  資産評価差額 3,830,937 3,830,937

  無償所管換等 1,261,112,394 1,261,112,394

  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 41,079,769 15,323,883 25,755,886 -

  その他 2,120,163,884 -903,391,588 3,023,555,472

  本年度純資産変動額 4,726,076,214 11,451,141,235 -6,725,473,942 408,921

本年度末純資産残高 367,331,585,564 774,262,394,847 -407,193,737,481 262,928,198

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）

前年度末歳計外現金残高 1,697,547,106

本年度歳計外現金増減額 -191,930,810

本年度末歳計外現金残高 1,505,616,296

本年度末現金預金残高 18,500,652,891

財務活動収支 15,923,592,477

本年度資金収支額 3,811,018,806

前年度末資金残高 13,158,147,769

比例連結割合変更に伴う差額 25,870,020

本年度末資金残高 16,995,036,595

    地方債等償還支出 23,445,949,622

    その他の支出 14,781,901

  財務活動収入 39,384,324,000

    地方債等発行収入 39,374,059,000

    その他の収入 10,265,000

    資産売却収入 4,123,696,916

    その他の収入 804,337,492

投資活動収支 -29,909,358,119

【財務活動収支】

  財務活動支出 23,460,731,523

    その他の支出 3,602,931

  投資活動収入 19,439,370,349

    国県等補助金収入 6,810,119,190

    基金取崩収入 7,284,090,368

    貸付金元金回収収入 417,126,383

  投資活動支出 49,348,728,468

    公共施設等整備費支出 42,705,806,363

    基金積立金支出 6,065,536,074

    投資及び出資金支出 249,000,000

    貸付金支出 324,783,100

    災害復旧事業費支出 124,620,400

    その他の支出 93,003,240

  臨時収入 129,637,085

業務活動収支 17,796,784,448

【投資活動収支】

    税収等収入 170,962,738,181

    国県等補助金収入 81,572,610,150

    使用料及び手数料収入 20,190,212,139

    その他の収入 26,958,421,362

  臨時支出 217,623,640

    移転費用支出 182,586,129,666

      補助金等支出 149,631,902,202

      社会保障給付支出 32,734,761,509

      その他の支出 219,465,955

  業務収入 299,683,981,832

    業務費用支出 99,213,081,163

      人件費支出 40,030,934,134

      物件費等支出 44,430,151,709

      支払利息支出 2,836,332,286

      その他の支出 11,915,663,034

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 281,799,210,829


