
【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 13,450,640,264   固定負債 6,178,252,408

    有形固定資産 12,371,357,587     地方債等 4,966,575,573

      事業用資産 4,928,203,923     長期未払金 -

        土地 2,261,113,691     退職手当引当金 677,147,480

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 9,029,311,380     その他 534,529,355

        建物減価償却累計額 -6,608,435,377   流動負債 638,461,262

        工作物 191,070,476     １年内償還予定地方債等 530,647,649

        工作物減価償却累計額 -74,271,038     未払金 30,958,590

        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 69,181,578

        航空機 -     預り金 2,400,985

        航空機減価償却累計額 -     その他 5,272,460

        その他 - 負債合計 6,816,713,670

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 129,414,791   固定資産等形成分 14,700,757,245

      インフラ資産 7,274,059,963   余剰分（不足分） -5,993,289,937

        土地 261,386,051   他団体出資等分 -

        建物 92,193,824

        建物減価償却累計額 -59,341,395

        工作物 14,785,037,759

        工作物減価償却累計額 -7,830,435,636

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 25,219,360

      物品 802,884,504

      物品減価償却累計額 -633,790,803

    無形固定資産 40,744,967

      ソフトウェア 37,137,274

      その他 3,607,693

    投資その他の資産 1,038,537,710

      投資及び出資金 11,240,183

        有価証券 234,000

        出資金 11,006,183

        その他 -

      長期延滞債権 17,571,826

      長期貸付金 -

      基金 1,010,583,864

        減債基金 454,758,039

        その他 555,825,825

      その他 -

      徴収不能引当金 -858,163

  流動資産 2,073,540,714

    現金預金 790,719,128

    未収金 20,557,368

    短期貸付金 -

    基金 1,250,116,981

      財政調整基金 1,250,116,981

      減債基金 -

    棚卸資産 16,459,887

    その他 -

    徴収不能引当金 -4,312,650

  繰延資産 - 純資産合計 8,707,467,308

資産合計 15,524,180,978 負債及び純資産合計 15,524,180,978

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 4,683,775,561

    業務費用 2,181,179,234

      人件費 985,660,951

        職員給与費 803,251,893

        賞与等引当金繰入額 69,181,578

        退職手当引当金繰入額 29,358,433

        その他 83,869,047

      物件費等 1,107,880,532

        物件費 619,846,315

        維持補修費 40,750,475

        減価償却費 447,283,742

        その他 -

      その他の業務費用 87,637,751

        支払利息 76,828,709

        徴収不能引当金繰入額 773,299

        その他 10,035,743

    移転費用 2,502,596,327

      補助金等 2,155,094,882

      社会保障給付 320,995,408

      その他 26,506,037

  経常収益 320,217,795

    使用料及び手数料 247,390,171

    その他 72,827,624

純経常行政コスト 4,363,557,766

  臨時損失 1,647

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 2

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 1,645

  臨時利益 6,723,842

    資産売却益 6,723,842

    その他 -

純行政コスト 4,356,835,571



【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 8,519,588,254 14,694,318,816 -6,174,730,562 -

  純行政コスト（△） -4,356,835,571 -4,356,835,571 -

  財源 4,563,493,252 4,563,493,252 -

    税収等 3,536,614,783 3,536,614,783 -

    国県等補助金 1,026,878,469 1,026,878,469 -

  本年度差額 206,657,681 206,657,681 -

  固定資産等の変動（内部変動） 8,482,429 -8,482,429

    有形固定資産等の増加 350,229,419 -350,229,419

    有形固定資産等の減少 -451,474,852 451,474,852

    貸付金・基金等の増加 185,610,738 -185,610,738

    貸付金・基金等の減少 -75,882,876 75,882,876

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 -18,778,627 -2,044,000 -16,734,627

  本年度純資産変動額 187,879,054 6,438,429 181,440,625 -

本年度末純資産残高 8,707,467,308 14,700,757,245 -5,993,289,937 -

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 4,280,798,944

    業務費用支出 1,692,391,937

      人件費支出 955,150,506

      物件費等支出 662,497,603

      支払利息支出 73,763,681

      その他の支出 980,147

    移転費用支出 2,588,407,007

      補助金等支出 2,240,905,562

      社会保障給付支出 320,995,408

      その他の支出 26,506,037

  業務収入 4,781,329,585

    税収等収入 3,511,175,113

    国県等補助金収入 948,724,469

    使用料及び手数料収入 248,675,644

    その他の収入 72,754,359

  臨時支出 1,320

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 1,320

  臨時収入 -

業務活動収支 500,529,321

【投資活動収支】

  投資活動支出 479,464,231

    公共施設等整備費支出 350,229,419

    基金積立金支出 129,234,812

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 106,231,374

    国県等補助金収入 80,129,534

    基金取崩収入 15,101,330

    貸付金元金回収収入 90,000

    資産売却収入 10,910,510

    その他の収入 -

投資活動収支 -373,232,857

【財務活動収支】

  財務活動支出 527,372,967

    地方債等償還支出 526,942,967

    その他の支出 430,000

  財務活動収入 425,908,000

    地方債等発行収入 400,808,000

    その他の収入 25,100,000

財務活動収支 -101,464,967

本年度資金収支額 25,831,497

前年度末資金残高 762,486,646

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 788,318,143

前年度末歳計外現金残高 1,324,861

本年度歳計外現金増減額 1,076,124

本年度末歳計外現金残高 2,400,985

本年度末現金預金残高 790,719,128


