
【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 25,275,885,067   固定負債 6,320,633,120

    有形固定資産 23,541,603,402     地方債等 5,239,236,772

      事業用資産 9,384,202,342     長期未払金 -

        土地 1,508,904,065     退職手当引当金 490,985,164

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 337,267,776     その他 590,411,184

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 682,446,169

        建物 12,214,039,320     １年内償還予定地方債等 333,263,596

        建物減価償却累計額 -8,624,781,735     未払金 5,093,204

        建物減損損失累計額 -     未払費用 9,548,932

        工作物 7,440,234,424     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -4,873,371,572     前受収益 205,049,433

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 44,472,248

        船舶 -     預り金 82,040,910

        船舶減価償却累計額 -     その他 2,977,846

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 7,003,079,289

        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 26,506,924,679

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -6,305,969,307

        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 124,696

        その他減価償却累計額 -124,696

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 1,381,910,064

      インフラ資産 13,844,640,601

        土地 415,213,779

        土地減損損失累計額 -

        建物 616,292,289

        建物減価償却累計額 -282,369,497

        建物減損損失累計額 -

        工作物 26,691,384,915

        工作物減価償却累計額 -13,595,880,885

        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 -

      物品 1,782,762,345

      物品減価償却累計額 -1,470,001,886

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 654,973

      ソフトウェア 324,800

      その他 330,173

    投資その他の資産 1,733,626,692

      投資及び出資金 539,926,290

        有価証券 -

        出資金 130,609,090

        その他 409,317,200

      長期延滞債権 316,090,381

      長期貸付金 312,055,790

      基金 564,489,050

        減債基金 7,672,000

        その他 556,817,050

      その他 2,269,210

      徴収不能引当金 -1,204,029

  流動資産 1,928,149,594

    現金預金 591,848,544

    未収金 65,457,956

    短期貸付金 58,221,400

    基金 1,172,818,212

      財政調整基金 1,172,818,212

      減債基金 -

    棚卸資産 428,000

    その他 39,384,512

    徴収不能引当金 -9,030

  繰延資産 - 純資産合計 20,200,955,372

資産合計 27,204,034,661 負債及び純資産合計 27,204,034,661

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 473,958

    その他 -

純行政コスト 6,440,823,123

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 100,453

  臨時利益 473,958

  臨時損失 234,692

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 134,239

    使用料及び手数料 297,567,169

    その他 72,249,565

純経常行政コスト 6,441,062,389

      社会保障給付 163,063,363

      その他 9,359,380

  経常収益 369,816,734

        その他 47,308,141

    移転費用 3,281,515,881

      補助金等 3,109,093,138

      その他の業務費用 81,687,134

        支払利息 33,822,282

        徴収不能引当金繰入額 556,711

        維持補修費 244,743,517

        減価償却費 986,110,387

        その他 40,919

        その他 69,672,145

      物件費等 2,307,178,098

        物件費 1,076,283,275

        職員給与費 948,631,393

        賞与等引当金繰入額 44,472,248

        退職手当引当金繰入額 77,722,224

  経常費用 6,810,879,123

    業務費用 3,529,363,242

      人件費 1,140,498,010

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 20,596,455,284 26,229,716,132 -5,633,260,848 -

  純行政コスト（△） -6,440,823,123 -6,440,823,123 -

  財源 6,102,964,038 6,102,964,038 -

    税収等 4,214,822,853 4,214,822,853 -

    国県等補助金 1,888,141,185 1,888,141,185 -

  本年度差額 -337,859,085 -337,859,085 -

  固定資産等の変動（内部変動） 656,541,866 -656,541,866

    有形固定資産等の増加 1,200,350,663 -1,200,350,663

    有形固定資産等の減少 -986,475,655 986,475,655

    貸付金・基金等の増加 785,057,076 -785,057,076

    貸付金・基金等の減少 -342,390,218 342,390,218

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -55,195,340 -55,195,340

  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 4,317,459 -517,980 4,835,439 -

  その他 -6,762,946 -323,619,999 316,857,053

  本年度純資産変動額 -395,499,912 277,208,547 -672,708,459 -

本年度末純資産残高 20,200,955,372 26,506,924,679 -6,305,969,307 -

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 311,824,451

本年度歳計外現金増減額 -302,605,982

本年度末歳計外現金残高 9,218,469

本年度末現金預金残高 591,848,544

財務活動収支 457,178,812

本年度資金収支額 -27,207,289

前年度末資金残高 610,439,972

比例連結割合変更に伴う差額 -602,608

本年度末資金残高 582,630,075

    地方債等償還支出 360,272,463

    その他の支出 1,202,725

  財務活動収入 818,654,000

    地方債等発行収入 818,654,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 473,958

    その他の収入 -

投資活動収支 -971,858,254

【財務活動収支】

  財務活動支出 361,475,188

    その他の支出 1,320,958

  投資活動収入 581,348,248

    国県等補助金収入 205,284,921

    基金取崩収入 341,889,369

    貸付金元金回収収入 33,700,000

  投資活動支出 1,553,206,502

    公共施設等整備費支出 1,200,350,663

    基金積立金支出 344,463,639

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 7,071,242

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 487,472,153

【投資活動収支】

    税収等収入 4,203,864,476

    国県等補助金収入 1,443,374,300

    使用料及び手数料収入 280,025,075

    その他の収入 71,981,665

  臨時支出 -

    移転費用支出 3,042,033,917

      補助金等支出 2,869,611,174

      社会保障給付支出 163,063,363

      その他の支出 9,359,380

  業務収入 5,999,245,516

    業務費用支出 2,469,739,446

      人件費支出 1,061,465,376

      物件費等支出 1,063,588,359

      支払利息支出 33,822,282

      その他の支出 310,863,429

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 5,511,773,363


