
【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 14,712,259,100   固定負債 6,989,635,674

    有形固定資産 13,476,443,678     地方債等 5,410,524,637

      事業用資産 5,929,505,286     長期未払金 -

        土地 2,417,719,634     退職手当引当金 964,045,365

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 10,672,659,024     その他 615,065,672

        建物減価償却累計額 -7,435,556,884   流動負債 789,924,605

        工作物 237,713,500     １年内償還予定地方債等 594,965,991

        工作物減価償却累計額 -92,742,319     未払金 66,986,605

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 3,000

        浮標等 -     前受収益 -24,000

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 92,408,575

        航空機 -     預り金 7,363,777

        航空機減価償却累計額 -     その他 28,220,657

        その他 297,540 負債合計 7,779,560,279

        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 15,990,410,966

      インフラ資産 7,274,059,963   余剰分（不足分） -6,586,750,666

        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 1,203,055,763

      物品減価償却累計額 -930,177,334

    無形固定資産 41,526,946

      ソフトウェア 37,919,253

      その他 3,607,693

    投資その他の資産 1,194,288,476

      投資及び出資金 5,240,183

        有価証券 234,000

        出資金 5,006,183

        その他 -

      長期延滞債権 17,630,475

      長期貸付金 2,338,297

      基金 1,169,945,399

        減債基金 454,758,039

        その他 715,187,360

      その他 -

      徴収不能引当金 -865,878

  流動資産 2,470,961,479

    現金預金 1,078,309,163

    未収金 100,189,674

    短期貸付金 -

    基金 1,278,151,866

      財政調整基金 1,278,151,866

      減債基金 -

    棚卸資産 16,500,711

    その他 2,344,313

    徴収不能引当金 -4,534,248

  繰延資産 - 純資産合計 9,403,660,300

資産合計 17,183,220,579 負債及び純資産合計 17,183,220,579

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 6,075,947,791

    業務費用 2,940,911,309

      人件費 1,426,603,844

        職員給与費 1,208,331,287

        賞与等引当金繰入額 92,408,575

        退職手当引当金繰入額 43,572,248

        その他 82,291,734

      物件費等 1,397,407,327

        物件費 842,604,736

        維持補修費 47,069,390

        減価償却費 507,730,618

        その他 2,583

      その他の業務費用 116,900,138

        支払利息 86,088,420

        徴収不能引当金繰入額 1,132,386

        その他 29,679,332

    移転費用 3,135,036,482

      補助金等 1,739,584,560

      社会保障給付 1,358,945,178

      その他 36,506,744

  経常収益 863,439,952

    使用料及び手数料 621,227,764

    その他 242,212,188

純経常行政コスト 5,212,507,839

  臨時損失 19,231

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 1,695

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 17,536

  臨時利益 24,912,408

    資産売却益 6,817,419

    その他 18,094,989

純行政コスト 5,187,614,662



【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 9,185,040,892 16,040,533,929 -6,855,493,037 -

  純行政コスト（△） -5,187,614,662 -5,187,614,662 -

  財源 5,438,978,027 5,438,978,027 -

    税収等 3,979,051,090 3,979,051,090 -

    国県等補助金 1,459,926,937 1,459,926,937 -

  本年度差額 251,363,365 251,363,365 -

  固定資産等の変動（内部変動） 476,386 -476,386

    有形固定資産等の増加 383,381,615 -383,381,615

    有形固定資産等の減少 -512,026,773 512,026,773

    貸付金・基金等の増加 213,080,472 -213,080,472

    貸付金・基金等の減少 -83,958,928 83,958,928

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -3,725,729 -3,725,729

  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 -4,287,600 -38,829,620 34,542,020 -

  その他 -24,730,628 -8,044,000 -16,686,628

  本年度純資産変動額 218,619,408 -50,122,963 268,742,371 -

本年度末純資産残高 9,403,660,300 15,990,410,966 -6,586,750,666 -

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 5,571,700,210

    業務費用支出 2,364,363,532

      人件費支出 1,378,123,665

      物件費等支出 880,757,750

      支払利息支出 82,480,454

      その他の支出 23,001,663

    移転費用支出 3,207,336,678

      補助金等支出 1,813,239,398

      社会保障給付支出 1,358,945,178

      その他の支出 35,152,102

  業務収入 6,154,622,294

    税収等収入 3,941,953,792

    国県等補助金収入 1,381,644,757

    使用料及び手数料収入 591,012,292

    その他の収入 240,011,453

  臨時支出 15,966

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 15,966

  臨時収入 299

業務活動収支 582,906,417

【投資活動収支】

  投資活動支出 523,371,097

    公共施設等整備費支出 384,074,906

    基金積立金支出 138,981,253

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 314,938

    その他の支出 -

  投資活動収入 111,146,443

    国県等補助金収入 80,129,534

    基金取崩収入 19,922,822

    貸付金元金回収収入 90,000

    資産売却収入 11,004,087

    その他の収入 -

投資活動収支 -412,224,654

【財務活動収支】

  財務活動支出 587,014,080

    地方債等償還支出 585,172,305

    その他の支出 1,841,775

  財務活動収入 449,628,544

    地方債等発行収入 424,528,544

    その他の収入 25,100,000

財務活動収支 -137,385,536

本年度資金収支額 33,296,227

前年度末資金残高 1,040,660,004

比例連結割合変更に伴う差額 1,154,319

本年度末資金残高 1,075,110,550

前年度末歳計外現金残高 2,041,485

本年度歳計外現金増減額 1,157,128

本年度末歳計外現金残高 3,198,613

本年度末現金預金残高 1,078,309,163


