
【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 10,980,095,291   固定負債 3,376,031,739

    有形固定資産 9,892,669,918     地方債等 3,028,761,739

      事業用資産 5,937,533,428     長期未払金 -

        土地 1,011,839,735     退職手当引当金 347,270,000

        立木竹 2,865,307,021     損失補償等引当金 -

        建物 3,372,180,379     その他 -

        建物減価償却累計額 -2,142,138,153   流動負債 290,172,576

        工作物 950,684,867     １年内償還予定地方債等 259,166,189

        工作物減価償却累計額 -140,204,861     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 22,845,268

        航空機 -     預り金 8,160,319

        航空機減価償却累計額 -     その他 800

        その他 - 負債合計 3,666,204,315

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 19,864,440   固定資産等形成分 12,516,252,054

      インフラ資産 3,859,704,829   余剰分（不足分） -3,558,243,725

        土地 46,424,156   他団体出資等分 -

        建物 427,679,085

        建物減価償却累計額 -222,996,237

        工作物 7,266,231,319

        工作物減価償却累計額 -3,657,633,494

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 -

      物品 368,042,863

      物品減価償却累計額 -272,611,202

    無形固定資産 5,429,808

      ソフトウェア 5,429,808

      その他 -

    投資その他の資産 1,081,995,565

      投資及び出資金 149,292,367

        有価証券 2,708,886

        出資金 146,583,481

        その他 -

      長期延滞債権 15,526,972

      長期貸付金 45,000,000

      基金 872,467,063

        減債基金 -

        その他 872,467,063

      その他 -

      徴収不能引当金 -290,837

  流動資産 1,644,117,353

    現金預金 103,612,940

    未収金 4,559,021

    短期貸付金 14,067,000

    基金 1,522,089,763

      財政調整基金 1,260,620,318

      減債基金 261,469,445

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -211,371

  繰延資産 - 純資産合計 8,958,008,329

資産合計 12,624,212,644 負債及び純資産合計 12,624,212,644

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）

    資産売却益 5,939,794

    その他 -

純行政コスト 2,275,228,100

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 5,939,794

  臨時損失 109,882,123

    災害復旧事業費 109,882,123

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 80,843,548

    その他 141,976,308

純経常行政コスト 2,171,285,771

      社会保障給付 84,221,408

      その他 2,031,977

  経常収益 222,819,856

        その他 16,585,393

    移転費用 936,211,036

      補助金等 849,957,651

      その他の業務費用 43,937,159

        支払利息 27,083,129

        徴収不能引当金繰入額 268,637

        維持補修費 191,867,360

        減価償却費 340,153,410

        その他 -

        その他 41,196,919

      物件費等 945,353,933

        物件費 413,333,163

        職員給与費 400,766,365

        賞与等引当金繰入額 22,845,268

        退職手当引当金繰入額 3,794,947

  経常費用 2,394,105,627

    業務費用 1,457,894,591

      人件費 468,603,499

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】

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 8,929,365,560 12,472,622,495 -3,543,256,935 -

  純行政コスト（△） -2,275,228,100 -2,275,228,100 -

  財源 2,301,004,030 2,301,004,030 -

    税収等 1,602,118,186 1,602,118,186 -

    国県等補助金 698,885,844 698,885,844 -

  本年度差額 25,775,930 25,775,930 -

  固定資産等の変動（内部変動） 40,762,720 -40,762,720

    有形固定資産等の増加 296,018,414 -296,018,414

    有形固定資産等の減少 -340,153,410 340,153,410

    貸付金・基金等の増加 157,702,887 -157,702,887

    貸付金・基金等の減少 -72,805,171 72,805,171

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2 -2

  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 2,866,841 2,866,841 -

  本年度純資産変動額 28,642,769 43,629,559 -14,986,790 -

本年度末純資産残高 8,958,008,329 12,516,252,054 -3,558,243,725 -

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）

前年度末歳計外現金残高 6,623,723

本年度歳計外現金増減額 1,536,596

本年度末歳計外現金残高 8,160,319

本年度末現金預金残高 103,612,940

財務活動収支 27,105,023

本年度資金収支額 -1,570,323

前年度末資金残高 97,022,944

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 95,452,621

    地方債等償還支出 248,553,977

    その他の支出 -

  財務活動収入 275,659,000

    地方債等発行収入 275,659,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 5,939,794

    その他の収入 -

投資活動収支 -282,345,549

【財務活動収支】

  財務活動支出 248,553,977

    その他の支出 -

  投資活動収入 144,799,466

    国県等補助金収入 92,421,000

    基金取崩収入 21,448,435

    貸付金元金回収収入 24,990,237

  投資活動支出 427,145,015

    公共施設等整備費支出 296,018,414

    基金積立金支出 90,096,601

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 41,030,000

    災害復旧事業費支出 109,882,123

    その他の支出 -

  臨時収入 92,163,000

業務活動収支 253,670,203

【投資活動収支】

    税収等収入 1,603,861,414

    国県等補助金収入 514,301,844

    使用料及び手数料収入 79,504,187

    その他の収入 123,859,412

  臨時支出 109,882,123

    移転費用支出 936,211,036

      補助金等支出 849,957,651

      社会保障給付支出 84,221,408

      その他の支出 2,031,977

  業務収入 2,321,526,857

    業務費用支出 1,113,926,495

      人件費支出 465,638,377

      物件費等支出 605,200,523

      支払利息支出 27,083,129

      その他の支出 16,004,466

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 2,050,137,531


