
【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 21,324,453,945   固定負債 2,432,183,992

    有形固定資産 19,506,153,513     地方債等 2,091,424,992

      事業用資産 8,375,205,649     長期未払金 -

        土地 1,101,651,002     退職手当引当金 340,759,000

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

        建物 12,312,371,183     その他 -

        建物減価償却累計額 -5,704,069,078   流動負債 329,593,101

        工作物 403,845,995     １年内償還予定地方債等 281,135,915

        工作物減価償却累計額 -78,302,448     未払金 -

        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 39,226,370

        航空機 -     預り金 9,230,816

        航空機減価償却累計額 -     その他 -

        その他 6,364,050 負債合計 2,761,777,093

        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 21,841,228,067

      インフラ資産 10,980,898,375   余剰分（不足分） -2,087,447,015

        土地 1,709,045,714   他団体出資等分 -

        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 720,132,777

      物品減価償却累計額 -570,083,288

    無形固定資産 28,508,340

      ソフトウェア 28,508,340

      その他 -

    投資その他の資産 1,789,792,092

      投資及び出資金 54,480,552

        有価証券 4,000,000

        出資金 50,480,552

        その他 -

      長期延滞債権 15,736,951

      長期貸付金 -

      基金 1,720,202,824

        減債基金 -

        その他 1,720,202,824

      その他 -

      徴収不能引当金 -628,235

  流動資産 1,191,104,200

    現金預金 531,803,340

    未収金 8,662,059

    短期貸付金 -

    基金 516,774,122

      財政調整基金 515,955,334

      減債基金 818,788

    棚卸資産 134,354,371

    その他 -

    徴収不能引当金 -489,692

  繰延資産 - 純資産合計 19,753,781,052

資産合計 22,515,558,145 負債及び純資産合計 22,515,558,145

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 4,145,120,011

    業務費用 2,283,675,763

      人件費 585,827,880

        職員給与費 456,387,948

        賞与等引当金繰入額 39,226,370

        退職手当引当金繰入額 46,075,000

        その他 44,138,562

      物件費等 1,643,095,052

        物件費 765,620,839

        維持補修費 69,443,317

        減価償却費 808,030,896

        その他 -

      その他の業務費用 54,752,831

        支払利息 31,578,481

        徴収不能引当金繰入額 1,117,927

        その他 22,056,423

    移転費用 1,861,444,248

      補助金等 1,621,541,743

      社会保障給付 232,549,747

      その他 7,352,758

  経常収益 250,886,458

    使用料及び手数料 164,149,597

    その他 86,736,861

純経常行政コスト 3,894,233,553

  臨時損失 5,352,299

    災害復旧事業費 475,200

    資産除売却損 4,877,099

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 4,860,063

    資産売却益 4,860,063

    その他 -

純行政コスト 3,894,725,789



【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 19,857,995,630 22,223,598,462 -2,365,602,832 -

  純行政コスト（△） -3,894,725,789 -3,894,725,789 -

  財源 3,790,474,033 3,790,474,033 -

    税収等 2,885,185,594 2,885,185,594 -

    国県等補助金 905,288,439 905,288,439 -

  本年度差額 -104,251,756 -104,251,756 -

  固定資産等の変動（内部変動） -382,408,299 382,408,299

    有形固定資産等の増加 420,143,027 -420,143,027

    有形固定資産等の減少 -813,004,923 813,004,923

    貸付金・基金等の増加 37,007,148 -37,007,148

    貸付金・基金等の減少 -26,553,551 26,553,551

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 37,904 37,904

  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 -726 - -726

  本年度純資産変動額 -104,214,578 -382,370,395 278,155,817 -

本年度末純資産残高 19,753,781,052 21,841,228,067 -2,087,447,015 -

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 3,652,480,518

    業務費用支出 1,534,103,470

      人件費支出 594,833,205

      物件費等支出 885,702,636

      支払利息支出 31,578,481

      その他の支出 21,989,148

    移転費用支出 2,118,377,048

      補助金等支出 1,621,541,743

      社会保障給付支出 232,549,747

      その他の支出 7,352,758

  業務収入 4,214,508,421

    税収等収入 3,139,398,944

    国県等補助金収入 824,717,279

    使用料及び手数料収入 163,840,127

    その他の収入 86,552,071

  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 561,999,703

【投資活動収支】

  投資活動支出 430,922,617

    公共施設等整備費支出 420,143,027

    基金積立金支出 10,325,590

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 454,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 88,144,151

    国県等補助金収入 80,124,160

    基金取崩収入 2,609,000

    貸付金元金回収収入 454,000

    資産売却収入 4,956,991

    その他の収入 -

投資活動収支 -342,778,466

【財務活動収支】

  財務活動支出 280,734,187

    地方債等償還支出 280,734,187

    その他の支出 -

  財務活動収入 79,900,000

    地方債等発行収入 79,900,000

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 12,830,066

本年度歳計外現金増減額 -3,599,250

本年度末歳計外現金残高 9,230,816

本年度末現金預金残高 531,803,340

財務活動収支 -200,834,187

本年度資金収支額 18,387,050

前年度末資金残高 504,185,474

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 522,572,524


