
【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 101,546,073,744   固定負債 31,358,882,534

    有形固定資産 90,425,026,231     地方債等 25,155,400,422

      事業用資産 62,884,702,976     長期未払金 -

        土地 41,403,504,277     退職手当引当金 3,845,956,436

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 51,192,938,093     その他 2,357,525,676

        建物減価償却累計額 -30,584,443,096   流動負債 3,619,665,626

        工作物 3,255,584,320     １年内償還予定地方債等 2,393,593,468

        工作物減価償却累計額 -2,586,751,808     未払金 362,673,869

        船舶 755,723     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -238,397     前受金 1,392,680

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 441,964,541

        航空機 -     預り金 334,704,315

        航空機減価償却累計額 -     その他 85,336,753

        その他 - 負債合計 34,978,548,160

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 203,353,864   固定資産等形成分 105,505,549,807

      インフラ資産 25,412,604,607   余剰分（不足分） -30,266,683,736

        土地 4,255,961,553   他団体出資等分 -

        建物 655,600,364

        建物減価償却累計額 -316,918,286

        工作物 50,306,786,958

        工作物減価償却累計額 -29,722,293,629

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 233,467,647

      物品 4,923,070,310

      物品減価償却累計額 -2,795,351,662

    無形固定資産 118,291,667

      ソフトウェア 115,600,211

      その他 2,691,456

    投資その他の資産 11,002,755,846

      投資及び出資金 284,508,419

        有価証券 250,001,419

        出資金 34,507,000

        その他 -

      長期延滞債権 1,466,012,219

      長期貸付金 25,620,000

      基金 8,761,615,375

        減債基金 -

        その他 8,761,615,375

      その他 548,273,657

      徴収不能引当金 -83,273,824

  流動資産 8,671,340,487

    現金預金 4,059,511,155

    未収金 660,480,548

    短期貸付金 -

    基金 3,959,476,063

      財政調整基金 3,888,710,541

      減債基金 70,765,522

    棚卸資産 8,653,757

    その他 4,029,751

    徴収不能引当金 -20,810,787

  繰延資産 - 純資産合計 75,238,866,071

資産合計 110,217,414,231 負債及び純資産合計 110,217,414,231

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 49,968,933,614

    業務費用 17,391,230,720

      人件費 6,265,896,888

        職員給与費 5,218,153,064

        賞与等引当金繰入額 440,350,998

        退職手当引当金繰入額 186,232,899

        その他 421,159,927

      物件費等 10,231,107,890

        物件費 6,892,733,753

        維持補修費 635,428,838

        減価償却費 2,702,561,662

        その他 383,637

      その他の業務費用 894,225,942

        支払利息 205,513,797

        徴収不能引当金繰入額 76,017,520

        その他 612,694,625

    移転費用 32,577,702,894

      補助金等 5,790,787,910

      社会保障給付 25,847,546,621

      その他 55,729,363

  経常収益 3,262,430,186

    使用料及び手数料 2,200,147,703

    その他 1,062,282,483

純経常行政コスト 46,706,503,428

  臨時損失 182,122,769

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 14,509,769

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 167,613,000

  臨時利益 335,940,902

    資産売却益 608,094

    その他 335,332,808

純行政コスト 46,552,685,295



【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 76,108,410,016 107,144,918,304 -31,036,508,288 -

  純行政コスト（△） -46,552,685,295 -46,552,685,295 -

  財源 45,616,589,092 45,616,589,092 -

    税収等 28,104,533,003 28,104,533,003 -

    国県等補助金 17,512,056,089 17,512,056,089 -

  本年度差額 -936,096,203 -936,096,203 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,686,358,464 1,686,358,464

    有形固定資産等の増加 1,717,992,748 -1,717,992,748

    有形固定資産等の減少 -2,714,540,802 2,714,540,802

    貸付金・基金等の増加 1,917,383,305 -1,917,383,305

    貸付金・基金等の減少 -2,607,193,715 2,607,193,715

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 63,302,409 63,302,409

  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 1,104,237 -16,312,442 17,416,679 -

  その他 2,145,612 - 2,145,612

  本年度純資産変動額 -869,543,945 -1,639,368,497 769,824,552 -

本年度末純資産残高 75,238,866,071 105,505,549,807 -30,266,683,736 -

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 47,510,717,866

    業務費用支出 14,650,817,324

      人件費支出 6,180,842,862

      物件費等支出 7,746,757,080

      支払利息支出 205,513,797

      その他の支出 517,703,585

    移転費用支出 32,859,900,542

      補助金等支出 6,072,985,558

      社会保障給付支出 25,847,546,621

      その他の支出 55,729,363

  業務収入 48,532,013,984

    税収等収入 27,907,852,625

    国県等補助金収入 17,329,988,238

    使用料及び手数料収入 2,223,374,614

    その他の収入 1,070,798,507

  臨時支出 174,633,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 174,633,000

  臨時収入 5,196,806

業務活動収支 851,859,924

【投資活動収支】

  投資活動支出 3,065,244,930

    公共施設等整備費支出 1,566,354,423

    基金積立金支出 1,355,850,507

    投資及び出資金支出 50,000,000

    貸付金支出 93,040,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,354,132,752

    国県等補助金収入 181,826,000

    基金取崩収入 1,979,092,540

    貸付金元金回収収入 90,238,000

    資産売却収入 657,546

    その他の収入 102,318,666

投資活動収支 -711,112,178

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,683,067,901

    地方債等償還支出 2,583,646,824

    その他の支出 99,421,077

  財務活動収入 1,751,659,000

    地方債等発行収入 1,610,300,000

    その他の収入 141,359,000

前年度末歳計外現金残高 600,892,024

本年度歳計外現金増減額 -315,546,817

本年度末歳計外現金残高 285,345,207

本年度末現金預金残高 4,059,511,155

財務活動収支 -931,408,901

本年度資金収支額 -790,661,155

前年度末資金残高 4,553,529,352

比例連結割合変更に伴う差額 11,297,751

本年度末資金残高 3,774,165,948


