
【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 61,508,276,202   固定負債 24,770,217,383

    有形固定資産 58,325,853,125     地方債等 14,038,638,088

      事業用資産 15,485,201,289     長期未払金 -

        土地 10,418,039,189     退職手当引当金 2,675,899,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 306,281,900     その他 8,055,680,295

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,478,942,110

        建物 15,100,365,189     １年内償還予定地方債等 1,126,855,561

        建物減価償却累計額 -11,318,075,373     未払金 48,094,146

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 2,590,734,485     前受金 68,855

        工作物減価償却累計額 -1,694,947,622     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 167,181,945

        船舶 2,209,999     預り金 106,775,491

        船舶減価償却累計額 -883,998     その他 29,966,112

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 26,249,159,493

        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 62,518,422,498

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -24,415,938,225

        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 -

        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 81,477,520

      インフラ資産 38,253,834,571

        土地 8,639,264,851

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,112,084,232

        建物減価償却累計額 -93,720,102

        建物減損損失累計額 -

        工作物 57,814,633,908

        工作物減価償却累計額 -30,256,969,938

        工作物減損損失累計額 -

        その他 774,652,731

        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 263,888,889

      物品 6,737,955,866

      物品減価償却累計額 -2,151,138,601

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 101,906,007

      ソフトウェア 61,150,743

      その他 40,755,264

    投資その他の資産 3,080,517,070

      投資及び出資金 160,080,173

        有価証券 127,038,173

        出資金 33,042,000

        その他 -

      長期延滞債権 814,909,034

      長期貸付金 11,124,000

      基金 2,148,188,827

        減債基金 2,425,203

        その他 2,145,763,624

      その他 48,870

      徴収不能引当金 -53,833,834

  流動資産 2,843,367,564

    現金預金 1,526,425,985

    未収金 314,898,297

    短期貸付金 -

    基金 1,010,146,296

      財政調整基金 1,010,146,296

      減債基金 -

    棚卸資産 8,721,805

    その他 -

    徴収不能引当金 -16,824,819

  繰延資産 - 純資産合計 38,102,484,273

資産合計 64,351,643,766 負債及び純資産合計 64,351,643,766

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 1,819,997

    その他 -

純行政コスト 14,383,869,066

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 6,516,666

  臨時利益 1,819,997

  臨時損失 6,516,666

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 1,164,532,612

    その他 229,980,120

純経常行政コスト 14,379,172,397

      社会保障給付 967,320,918

      その他 1,047,600

  経常収益 1,394,512,732

        その他 165,793,945

    移転費用 8,945,894,094

      補助金等 7,977,525,576

      その他の業務費用 368,898,221

        支払利息 183,425,144

        徴収不能引当金繰入額 19,679,132

        維持補修費 139,922,321

        減価償却費 1,856,840,214

        その他 612,819

        その他 306,956,115

      物件費等 3,934,206,999

        物件費 1,936,831,645

        職員給与費 2,046,572,755

        賞与等引当金繰入額 167,181,945

        退職手当引当金繰入額 3,975,000

  経常費用 15,773,685,129

    業務費用 6,827,791,035

      人件費 2,524,685,815

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 38,293,784,617 62,428,470,586 -24,134,685,969 -

  純行政コスト（△） -14,383,869,066 -14,383,869,066 -

  財源 14,392,568,722 14,392,568,722 -

    税収等 11,156,639,490 11,156,639,490 -

    国県等補助金 3,235,929,232 3,235,929,232 -

  本年度差額 8,699,656 8,699,656 -

  固定資産等の変動（内部変動） 89,951,912 -89,951,912

    有形固定資産等の増加 3,378,479,094 -3,378,479,094

    有形固定資産等の減少 -3,499,845,826 3,499,845,826

    貸付金・基金等の増加 1,331,331,829 -1,331,331,829

    貸付金・基金等の減少 -1,120,013,185 1,120,013,185

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  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 -200,000,000 - -200,000,000

  本年度純資産変動額 -191,300,344 89,951,912 -281,252,256 -

本年度末純資産残高 38,102,484,273 62,518,422,498 -24,415,938,225 -

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 107,268,402

本年度歳計外現金増減額 -616,799

本年度末歳計外現金残高 106,651,603

本年度末現金預金残高 1,526,425,985

財務活動収支 316,752,152

本年度資金収支額 31,676,544

前年度末資金残高 1,388,097,838

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,419,774,382

    地方債等償還支出 1,094,979,168

    その他の支出 233,268,680

  財務活動収入 1,645,000,000

    地方債等発行収入 1,445,000,000

    その他の収入 200,000,000

    資産売却収入 1,820,000

    その他の収入 131,870,139

投資活動収支 -1,610,247,405

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,328,247,848

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,098,020,430

    国県等補助金収入 518,668,291

    基金取崩収入 439,662,000

    貸付金元金回収収入 6,000,000

  投資活動支出 2,708,267,835

    公共施設等整備費支出 1,772,070,604

    基金積立金支出 930,197,231

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 6,000,000

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 6,516,666

  臨時収入 214,028,468

業務活動収支 1,325,171,797

【投資活動収支】

    税収等収入 10,816,511,348

    国県等補助金収入 2,767,306,531

    使用料及び手数料収入 1,114,634,787

    その他の収入 229,547,903

  臨時支出 6,516,666

    移転費用支出 8,945,894,094

      補助金等支出 7,977,525,576

      社会保障給付支出 967,320,918

      その他の支出 1,047,600

  業務収入 14,928,000,569

    業務費用支出 4,864,446,480

      人件費支出 2,524,251,770

      物件費等支出 2,047,191,312

      支払利息支出 183,425,144

      その他の支出 109,578,254

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 13,810,340,574


