
【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 11,966,444,973   固定負債 3,572,493,424

    有形固定資産 10,557,410,398     地方債等 3,225,194,741

      事業用資産 6,502,964,839     長期未払金 -

        土地 1,021,166,228     退職手当引当金 347,298,013

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

        建物 3,894,836,245     その他 670

        建物減価償却累計額 -2,348,762,912   流動負債 305,646,337

        工作物 2,026,538,633     １年内償還予定地方債等 263,057,916

        工作物減価償却累計額 -975,984,816     未払金 6,556,549

        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 26,737,790

        航空機 -     預り金 9,293,014

        航空機減価償却累計額 -     その他 1,068

        その他 - 負債合計 3,878,139,761

        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 13,503,321,415

      インフラ資産 3,859,704,829   余剰分（不足分） -3,469,530,022

        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 730,708,750

      物品減価償却累計額 -535,968,020

    無形固定資産 6,632,169

      ソフトウェア 6,516,539

      その他 115,630

    投資その他の資産 1,402,402,406

      投資及び出資金 36,109,760

        有価証券 2,708,886

        出資金 33,400,874

        その他 -

      長期延滞債権 15,643,771

      長期貸付金 -

      基金 1,350,939,712

        減債基金 -

        その他 1,350,939,712

      その他 -

      徴収不能引当金 -290,837

  流動資産 1,945,486,181

    現金預金 135,815,296

    未収金 34,779,744

    短期貸付金 14,067,000

    基金 1,522,809,442

      財政調整基金 1,261,339,997

      減債基金 261,469,445

    棚卸資産 238,226,063

    その他 7

    徴収不能引当金 -211,371

  繰延資産 - 純資産合計 10,033,791,393

資産合計 13,911,931,154 負債及び純資産合計 13,911,931,154

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）

    資産売却益 5,939,794

    その他 479,137

純行政コスト 2,709,180,913

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 6,418,931

  臨時損失 110,249,763

    災害復旧事業費 109,882,123

    資産除売却損 367,640

    使用料及び手数料 86,509,236

    その他 233,017,477

純経常行政コスト 2,605,350,081

      社会保障給付 84,240,724

      その他 6,784,259

  経常収益 319,526,713

        その他 29,374,843

    移転費用 1,102,357,743

      補助金等 1,011,332,760

      その他の業務費用 56,898,947

        支払利息 27,255,467

        徴収不能引当金繰入額 268,637

        維持補修費 201,757,359

        減価償却費 450,178,492

        その他 -

        その他 41,785,474

      物件費等 1,168,906,002

        物件費 516,970,151

        職員給与費 523,895,920

        賞与等引当金繰入額 26,737,790

        退職手当引当金繰入額 4,294,918

  経常費用 2,924,876,794

    業務費用 1,822,519,051

      人件費 596,714,102

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：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 10,055,846,404 13,508,679,352 -3,452,832,948 -

  純行政コスト（△） -2,709,180,913 -2,709,180,913 -

  財源 2,597,308,888 2,597,308,888 -

    税収等 1,742,365,032 1,742,365,032 -

    国県等補助金 854,943,856 854,943,856 -

  本年度差額 -111,872,025 -111,872,025 -

  固定資産等の変動（内部変動） -78,378,954 78,378,954

    有形固定資産等の増加 274,143,031 -274,143,031

    有形固定資産等の減少 -434,926,584 434,926,584

    貸付金・基金等の増加 162,284,983 -162,284,983

    貸付金・基金等の減少 -79,880,384 79,880,384

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 17,035,020 17,035,020

  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 167,411,040 165,615,004 1,796,036 -

  その他 -94,629,046 -109,629,007 14,999,961

  本年度純資産変動額 -22,055,011 -5,357,937 -16,697,074 -

本年度末純資産残高 10,033,791,393 13,503,321,415 -3,469,530,022 -

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）

前年度末歳計外現金残高 6,985,938

本年度歳計外現金増減額 1,179,939

本年度末歳計外現金残高 8,165,877

本年度末現金預金残高 135,815,296

財務活動収支 1,516,994

本年度資金収支額 -18,123,257

前年度末資金残高 148,375,826

比例連結割合変更に伴う差額 -2,603,150

本年度末資金残高 127,649,419

    地方債等償還支出 274,141,738

    その他の支出 268

  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 10,321

投資活動収支 -262,657,057

【財務活動収支】

  財務活動支出 274,142,006

    その他の支出 -

  投資活動収入 153,021,241

    国県等補助金収入 93,700,985

    基金取崩収入 28,379,904

    貸付金元金回収収入 24,990,237

  投資活動支出 415,678,298

    公共施設等整備費支出 310,019,468

    基金積立金支出 94,628,830

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 11,030,000

    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 243,016,806

【投資活動収支】

    税収等収入 1,744,097,939

    国県等補助金収入 669,079,871

    使用料及び手数料収入 85,169,875

    その他の収入 223,632,145

  臨時支出 109,882,123

    移転費用支出 1,102,268,357

      補助金等支出 1,011,187,471

      社会保障給付支出 84,240,724

      その他の支出 6,840,162

  業務収入 2,721,979,830

    業務費用支出 1,358,975,544

      人件費支出 591,892,157

      物件費等支出 710,988,926

      支払利息支出 27,255,467

      その他の支出 28,838,994

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 2,461,243,901


