
【様式第1号】

（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 60,227,886,377   固定負債 30,433,595,470

    有形固定資産 54,250,119,431     地方債等 14,798,893,332

      事業用資産 20,955,814,768     長期未払金 -

        土地 7,162,228,042     退職手当引当金 2,698,345,314

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 12,936,356,824

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 2,314,118,390

        建物 25,104,184,426     １年内償還予定地方債等 1,333,533,959

        建物減価償却累計額 -11,787,051,043     未払金 634,101,966

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 755,207,111     前受金 15,955,587

        工作物減価償却累計額 -278,753,768     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 237,027,297

        船舶 -     預り金 56,603,183

        船舶減価償却累計額 -     その他 36,896,398

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 32,747,713,860

        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 62,491,540,190

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -29,489,751,067

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        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 -

      インフラ資産 31,791,049,161

        土地 683,326,307

        土地減損損失累計額 -

        建物 235,598,415

        建物減価償却累計額 -105,150,530

        建物減損損失累計額 -

        工作物 58,311,532,436

        工作物減価償却累計額 -27,428,297,331

        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 94,039,864

      物品 4,037,039,654

      物品減価償却累計額 -2,533,784,152

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,741,247,971

      ソフトウェア 2,997,423

      その他 1,738,250,548

    投資その他の資産 4,236,518,975

      投資及び出資金 603,879,690

        有価証券 598,928,690

        出資金 4,951,000

        その他 -

      長期延滞債権 292,934,510

      長期貸付金 3,486,024

      基金 3,209,207,139

        減債基金 600,827,519

        その他 2,608,379,620

      その他 180,374,368

      徴収不能引当金 -53,362,756

  流動資産 5,521,616,606

    現金預金 2,656,914,456

    未収金 578,838,798

    短期貸付金 10,546,675

    基金 2,253,107,138

      財政調整基金 2,033,107,138

      減債基金 220,000,000

    棚卸資産 29,709,431

    その他 966,938

    徴収不能引当金 -8,466,830

  繰延資産 - 純資産合計 33,001,789,123

資産合計 65,749,502,983 負債及び純資産合計 65,749,502,983

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 1,161,709

    その他 55,662,438

純行政コスト 13,766,647,680

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,556,806

  臨時利益 56,824,147

  臨時損失 5,165,345

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,608,539

    使用料及び手数料 3,049,093,999

    その他 777,716,566

純経常行政コスト 13,818,306,482

      社会保障給付 3,458,864,637

      その他 94,574,460

  経常収益 3,826,810,565

        その他 185,590,299

    移転費用 7,827,838,128

      補助金等 4,274,399,031

      その他の業務費用 450,318,003

        支払利息 218,203,243

        徴収不能引当金繰入額 46,524,461

        維持補修費 117,830,999

        減価償却費 2,291,385,644

        その他 213,846,046

        その他 162,114,161

      物件費等 5,564,921,439

        物件費 2,941,858,750

        職員給与費 3,354,401,799

        賞与等引当金繰入額 225,768,670

        退職手当引当金繰入額 59,754,847

  経常費用 17,645,117,047

    業務費用 9,817,278,919

      人件費 3,802,039,477

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】

（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 34,089,674,720 65,195,555,699 -31,105,880,979 -

  純行政コスト（△） -13,766,647,680 -13,766,647,680 -

  財源 12,831,221,315 12,831,221,315 -

    税収等 9,182,047,908 9,182,047,908 -

    国県等補助金 3,649,173,407 3,649,173,407 -

  本年度差額 -935,426,365 -935,426,365 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,594,083,901 1,594,083,901

    有形固定資産等の増加 848,481,545 -848,481,545

    有形固定資産等の減少 -2,303,352,182 2,303,352,182

    貸付金・基金等の増加 1,165,942,712 -1,165,942,712

    貸付金・基金等の減少 -1,305,155,976 1,305,155,976

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,609,731 6,609,731

  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 - 781,626 -781,626 -

  その他 -159,068,963 -1,117,322,965 958,254,002

  本年度純資産変動額 -1,087,885,597 -2,704,015,509 1,616,129,912 -

本年度末純資産残高 33,001,789,123 62,491,540,190 -29,489,751,067 -

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】

（単位：円）

前年度末歳計外現金残高 25,564,501

本年度歳計外現金増減額 2,696,282

本年度末歳計外現金残高 28,260,783

本年度末現金預金残高 2,656,914,456

財務活動収支 -432,794,274

本年度資金収支額 274,035,339

前年度末資金残高 2,354,618,334

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 2,628,653,673

    地方債等償還支出 1,224,591,968

    その他の支出 221,498

  財務活動収入 792,019,192

    地方債等発行収入 752,751,698

    その他の収入 39,267,494

    資産売却収入 936,446

    その他の収入 201,307,254

投資活動収支 140,724,507

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,224,813,466

    その他の支出 10,824,772

  投資活動収入 1,071,894,124

    国県等補助金収入 238,803,785

    基金取崩収入 615,777,812

    貸付金元金回収収入 15,068,827

  投資活動支出 931,169,617

    公共施設等整備費支出 612,655,875

    基金積立金支出 306,319,590

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 1,369,380

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,556,806

  臨時収入 204,108

業務活動収支 566,105,106

【投資活動収支】

    税収等収入 8,433,667,303

    国県等補助金収入 3,615,492,023

    使用料及び手数料収入 3,192,577,225

    その他の収入 714,599,245

  臨時支出 1,556,806

    移転費用支出 7,827,529,534

      補助金等支出 4,275,147,316

      社会保障給付支出 3,458,864,637

      その他の支出 93,517,581

  業務収入 15,956,335,796

    業務費用支出 7,561,348,458

      人件費支出 3,752,880,649

      物件費等支出 3,414,444,624

      支払利息支出 200,870,764

      その他の支出 193,152,421

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 15,388,877,992


