
【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 250,780,362,998   固定負債 105,651,690,647

    有形固定資産 230,299,161,576     地方債等 85,897,980,175

      事業用資産 100,758,987,462     長期未払金 -

        土地 22,831,931,711     退職手当引当金 7,794,295,045

        立木竹 554,629,380     損失補償等引当金 1,052,000

        建物 147,834,332,683     その他 11,958,363,427

        建物減価償却累計額 -81,100,659,613   流動負債 11,582,960,522

        工作物 14,466,931,060     １年内償還予定地方債等 9,302,230,456

        工作物減価償却累計額 -7,403,424,724     未払金 459,560,635

        船舶 -     未払費用 6,371,999

        船舶減価償却累計額 -     前受金 8,828,645

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 550,589,875

        航空機 -     預り金 1,191,258,663

        航空機減価償却累計額 -     その他 64,120,249

        その他 28,764,673 負債合計 117,234,651,169

        その他減価償却累計額 -26,302,961 【純資産の部】

        建設仮勘定 3,572,785,253   固定資産等形成分 257,181,944,374

      インフラ資産 125,047,807,383   余剰分（不足分） -107,671,510,162

        土地 15,589,812,732   他団体出資等分 969,287,669

        建物 3,035,312,175

        建物減価償却累計額 -1,677,768,363

        工作物 221,681,122,545

        工作物減価償却累計額 -113,965,036,389

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 384,364,683

      物品 15,920,320,620

      物品減価償却累計額 -11,427,953,889

    無形固定資産 5,386,788,627

      ソフトウェア 3,517,237

      その他 5,383,271,390

    投資その他の資産 15,094,412,795

      投資及び出資金 1,295,230,097

        有価証券 522,029,318

        出資金 773,200,779

        その他 -

      長期延滞債権 2,582,458,807

      長期貸付金 1,276,661,739

      基金 9,764,063,548

        減債基金 -

        その他 9,764,063,548

      その他 244,985,602

      徴収不能引当金 -68,986,998

  流動資産 16,933,021,017

    現金預金 7,521,194,073

    未収金 912,784,410

    短期貸付金 93,722,599

    基金 6,307,858,777

      財政調整基金 5,656,185,355

      減債基金 651,673,422

    棚卸資産 1,404,138,885

    その他 747,851,010

    徴収不能引当金 -54,528,737

  繰延資産 989,035 純資産合計 150,479,721,881

資産合計 267,714,373,050 負債及び純資産合計 267,714,373,050

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 43,258,603

    その他 5,058,938

純行政コスト 75,665,698,804

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 7,953,970

  臨時利益 48,317,541

  臨時損失 1,327,468,853

    災害復旧事業費 72,413,962

    資産除売却損 1,247,100,921

    使用料及び手数料 3,109,949,373

    その他 2,915,087,952

純経常行政コスト 74,386,547,492

      社会保障給付 7,502,825,382

      その他 224,245,050

  経常収益 6,025,037,325

      他会計への繰出金 1,803,950,000

        その他 963,680,249

    移転費用 47,333,591,527

      補助金等 37,802,571,095

      その他の業務費用 1,662,706,367

        支払利息 629,812,187

        徴収不能引当金繰入額 69,213,931

        維持補修費 1,087,271,920

        減価償却費 8,934,540,022

        その他 1,377,943

        その他 911,991,456

      物件費等 21,546,456,408

        物件費 11,523,266,523

        職員給与費 7,665,502,741

        賞与等引当金繰入額 541,317,206

        退職手当引当金繰入額 750,019,112

  経常費用 80,411,584,817

    業務費用 33,077,993,290

      人件費 9,868,830,515

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 171,486,871,584 306,362,655,983 -135,829,651,410 953,867,011

  純行政コスト（△） -75,665,698,804 -75,665,698,804 -

  財源 72,390,058,604 72,390,058,604 -

    税収等 48,486,696,936 48,486,696,936 -

    国県等補助金 23,903,361,668 23,903,361,668 -

  本年度差額 -3,275,640,200 -3,275,640,200 -

  固定資産等の変動（内部変動） -2,673,889,459 2,673,889,459

    有形固定資産等の増加 7,529,606,550 -7,529,606,550

    有形固定資産等の減少 -9,683,582,538 9,683,582,538

    貸付金・基金等の増加 2,749,641,421 -2,749,641,421

    貸付金・基金等の減少 -3,269,554,892 3,269,554,892

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -667,506,438 -667,506,438

  他団体出資等分の増加 -15,420,658 15,420,658

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -18,228,136,485 -48,622,229,916 30,394,093,431 -

  その他 1,164,133,420 2,782,914,204 -1,618,780,784

  本年度純資産変動額 -21,007,149,703 -49,180,711,609 28,158,141,248 15,420,658

本年度末純資産残高 150,479,721,881 257,181,944,374 -107,671,510,162 969,287,669

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 720,248,073

本年度歳計外現金増減額 312,026,116

本年度末歳計外現金残高 1,032,274,189

本年度末現金預金残高 7,521,194,073

      他会計への繰出支出 1,803,950,000

財務活動収支 1,252,103,628

本年度資金収支額 -40,361,996

前年度末資金残高 7,989,141,374

比例連結割合変更に伴う差額 -1,459,859,494

本年度末資金残高 6,488,919,884

    地方債等償還支出 7,133,588,217

    その他の支出 3,182,778

  財務活動収入 8,388,874,623

    地方債等発行収入 8,362,957,241

    その他の収入 25,917,382

    資産売却収入 66,651,186

    その他の収入 490,455,670

投資活動収支 -5,534,486,948

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,136,770,995

    その他の支出 144,324,452

  投資活動収入 4,630,932,002

    国県等補助金収入 865,639,959

    基金取崩収入 3,042,929,433

    貸付金元金回収収入 165,255,754

  投資活動支出 10,165,418,950

    公共施設等整備費支出 7,551,787,839

    基金積立金支出 2,337,798,292

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 131,508,367

    災害復旧事業費支出 72,413,962

    その他の支出 1,534,683

  臨時収入 289,321,077

業務活動収支 4,242,021,324

【投資活動収支】

    税収等収入 47,928,469,885

    国県等補助金収入 22,632,723,754

    使用料及び手数料収入 3,140,898,447

    その他の収入 2,629,237,895

  臨時支出 73,948,645

    移転費用支出 47,407,004,634

      補助金等支出 37,850,167,095

      社会保障給付支出 7,502,825,382

      その他の支出 250,062,157

  業務収入 76,331,329,981

    業務費用支出 24,897,676,455

      人件費支出 9,936,348,364

      物件費等支出 13,230,500,385

      支払利息支出 629,812,187

      その他の支出 1,101,015,519

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 72,304,681,089


