
【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 21,439,724,520   固定負債 2,492,647,876

    有形固定資産 19,513,762,920     地方債等 2,091,424,992

      事業用資産 8,382,370,270     長期未払金 -

        土地 1,101,651,002     退職手当引当金 401,222,884

        立木竹 208,257,499     損失補償等引当金 -

        建物 12,328,043,029     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,715,259,375   流動負債 370,553,387

        工作物 405,150,879     １年内償還予定地方債等 281,963,568

        工作物減価償却累計額 -78,909,938     未払金 36,870,963

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 357,525

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 39,277,683

        航空機 -     預り金 11,708,817

        航空機減価償却累計額 -     その他 374,831

        その他 8,349,728 負債合計 2,863,201,263

        その他減価償却累計額 -750,954 【純資産の部】

        建設仮勘定 125,838,400   固定資産等形成分 21,963,796,262

      インフラ資産 10,980,898,375   余剰分（不足分） -2,099,994,381

        土地 1,709,045,714   他団体出資等分 11,733,465

        建物 22,788,000

        建物減価償却累計額 -

        工作物 20,769,614,692

        工作物減価償却累計額 -11,682,480,516

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 161,930,485

      物品 721,854,018

      物品減価償却累計額 -571,359,743

    無形固定資産 28,583,937

      ソフトウェア 28,546,137

      その他 37,800

    投資その他の資産 1,897,377,663

      投資及び出資金 29,490,552

        有価証券 4,000,000

        出資金 25,490,552

        その他 -

      長期延滞債権 15,798,245

      長期貸付金 9,091,700

      基金 1,837,625,989

        減債基金 -

        その他 1,837,625,989

      その他 6,000,000

      徴収不能引当金 -628,823

  流動資産 1,299,012,089

    現金預金 620,350,087

    未収金 11,997,839

    短期貸付金 3,213,976

    基金 520,857,766

      財政調整基金 520,038,978

      減債基金 818,788

    棚卸資産 140,960,503

    その他 2,121,975

    徴収不能引当金 -490,057

  繰延資産 - 純資産合計 19,875,535,346

資産合計 22,738,736,609 負債及び純資産合計 22,738,736,609

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 5,355,846,361

    業務費用 2,798,652,035

      人件費 673,393,002

        職員給与費 532,122,776

        賞与等引当金繰入額 39,277,683

        退職手当引当金繰入額 42,537,736

        その他 59,454,807

      物件費等 2,052,286,880

        物件費 1,171,936,835

        維持補修費 69,464,553

        減価償却費 810,885,492

        その他 -

      その他の業務費用 72,972,153

        支払利息 31,611,668

        徴収不能引当金繰入額 1,118,710

        その他 40,241,775

    移転費用 2,557,194,326

      補助金等 2,302,670,192

      社会保障給付 232,549,747

      その他 21,974,387

  経常収益 758,590,691

    使用料及び手数料 164,315,216

    その他 594,275,475

純経常行政コスト 4,597,255,670

  臨時損失 5,352,625

    災害復旧事業費 475,200

    資産除売却損 4,877,100

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 325

  臨時利益 4,912,064

    資産売却益 4,912,064

    その他 -

純行政コスト 4,597,696,231



【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 19,981,147,824 22,345,631,228 -2,375,392,074 10,908,670

  純行政コスト（△） -4,597,696,231 -4,598,521,026 824,795

  財源 4,495,305,019 4,495,305,019 -

    税収等 3,227,651,871 3,227,651,871 -

    国県等補助金 1,267,653,148 1,267,653,148 -

  本年度差額 -102,391,212 -103,216,007 824,795

  固定資産等の変動（内部変動） -378,754,178 378,754,178

    有形固定資産等の増加 421,387,184 -421,387,184

    有形固定資産等の減少 -815,859,520 815,859,520

    貸付金・基金等の増加 53,496,179 -53,496,179

    貸付金・基金等の減少 -37,778,021 37,778,021

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 60,898 60,898

  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 -3,281,438 -3,141,386 -140,052 -

  その他 -726 -300 -426

  本年度純資産変動額 -105,612,478 -381,834,966 275,397,693 824,795

本年度末純資産残高 19,875,535,346 21,963,796,262 -2,099,994,381 11,733,465

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 4,855,839,375

    業務費用支出 1,988,424,850

      人件費支出 628,719,489

      物件費等支出 1,287,919,193

      支払利息支出 31,611,668

      その他の支出 40,174,500

    移転費用支出 2,867,414,525

      補助金等支出 2,302,670,192

      社会保障給付支出 232,549,747

      その他の支出 75,261,786

  業務収入 5,426,536,333

    税収等収入 3,481,338,707

    国県等補助金収入 1,187,081,988

    使用料及び手数料収入 164,005,746

    その他の収入 594,109,892

  臨時支出 475,200

    災害復旧事業費支出 475,200

    その他の支出 -

  臨時収入 447,000

業務活動収支 570,668,758

【投資活動収支】

  投資活動支出 448,653,696

    公共施設等整備費支出 421,387,184

    基金積立金支出 17,700,260

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 5,629,452

    その他の支出 3,936,800

  投資活動収入 99,737,974

    国県等補助金収入 80,124,160

    基金取崩収入 8,191,640

    貸付金元金回収収入 5,886,670

    資産売却収入 5,008,991

    その他の収入 526,513

投資活動収支 -348,915,722

【財務活動収支】

  財務活動支出 282,954,983

    地方債等償還支出 282,954,983

    その他の支出 -

  財務活動収入 80,727,653

    地方債等発行収入 80,727,653

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 13,374,418

本年度歳計外現金増減額 -3,606,813

本年度末歳計外現金残高 9,767,605

本年度末現金預金残高 620,350,087

財務活動収支 -202,227,330

本年度資金収支額 19,525,706

前年度末資金残高 591,817,681

比例連結割合変更に伴う差額 -760,905

本年度末資金残高 610,582,482


