
【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 272,363,026,895   固定負債 106,335,515,337

    有形固定資産 255,236,831,822     地方債等 66,940,096,324

      事業用資産 77,658,425,141     長期未払金 1,684,800,516

        土地 43,125,043,250     退職手当引当金 8,983,091,685

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 90,891,430,258     その他 28,727,526,812

        建物減価償却累計額 -59,416,870,292   流動負債 9,917,142,549

        工作物 6,529,329,325     １年内償還予定地方債等 6,478,175,659

        工作物減価償却累計額 -3,471,213,269     未払金 2,015,610,758

        船舶 2,096,227     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,958,517     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 683,295,265

        航空機 -     預り金 728,072,777

        航空機減価償却累計額 -     その他 11,988,090

        その他 4,360,018 負債合計 116,252,657,886

        その他減価償却累計額 -3,791,859 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 277,855,512,446

      インフラ資産 176,811,938,212   余剰分（不足分） -107,065,272,997

        土地 49,659,960,795   他団体出資等分 -

        建物 4,113,953,715

        建物減価償却累計額 -1,945,761,923

        工作物 190,397,919,481

        工作物減価償却累計額 -71,427,591,453

        その他 11,192,787,878

        その他減価償却累計額 -5,702,876,401

        建設仮勘定 523,546,120

      物品 4,245,386,266

      物品減価償却累計額 -3,478,917,797

    無形固定資産 4,253,402,121

      ソフトウェア 115,618,253

      その他 4,137,783,868

    投資その他の資産 12,872,792,952

      投資及び出資金 34,714,600

        有価証券 1,500,000

        出資金 33,214,600

        その他 -

      長期延滞債権 1,240,396,487

      長期貸付金 37,885,728

      基金 11,772,162,677

        減債基金 129,559,287

        その他 11,642,603,390

      その他 51,460

      徴収不能引当金 -212,418,000

  流動資産 14,541,063,106

    現金預金 7,477,116,977

    未収金 1,541,184,611

    短期貸付金 -

    基金 5,492,485,551

      財政調整基金 5,492,485,551

      減債基金 -

    棚卸資産 4,320,903

    その他 41,050,511

    徴収不能引当金 -15,095,447

  繰延資産 138,807,334 純資産合計 170,790,239,449

資産合計 287,042,897,335 負債及び純資産合計 287,042,897,335

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）

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 85,019,651,576

    業務費用 32,857,998,111

      人件費 11,860,841,881

        職員給与費 8,484,816,825

        賞与等引当金繰入額 675,605,377

        退職手当引当金繰入額 1,937,034,945

        その他 763,384,734

      物件費等 19,709,068,837

        物件費 11,252,481,143

        維持補修費 1,393,530,004

        減価償却費 7,052,426,544

        その他 10,631,146

      その他の業務費用 1,288,087,393

        支払利息 842,519,177

        徴収不能引当金繰入額 -21,268,430

        その他 466,836,646

    移転費用 52,161,653,465

      補助金等 29,361,667,829

      社会保障給付 22,628,057,839

      その他 171,927,797

  経常収益 7,502,340,126

    使用料及び手数料 5,588,016,368

    その他 1,914,323,758

純経常行政コスト 77,517,311,450

  臨時損失 509,681,866

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 150,889,613

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 358,792,253

  臨時利益 54,268,041

    資産売却益 52,020,618

    その他 2,247,423

純行政コスト 77,972,725,275



【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 165,813,855,195 271,210,287,960 -105,396,432,765 -

  純行政コスト（△） -77,972,725,275 -77,972,725,275 -

  財源 76,035,891,787 76,035,891,787 -

    税収等 53,549,208,258 53,549,208,258 -

    国県等補助金 22,486,683,529 22,486,683,529 -

  本年度差額 -1,936,833,488 -1,936,833,488 -

  固定資産等の変動（内部変動） 340,825,885 -340,825,885

    有形固定資産等の増加 8,056,942,232 -8,056,942,232

    有形固定資産等の減少 -7,250,200,985 7,250,200,985

    貸付金・基金等の増加 8,606,164,919 -8,606,164,919

    貸付金・基金等の減少 -9,072,080,281 9,072,080,281

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 6,224,576,946 6,224,576,946

  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 68,415,405 60,004,099 8,411,306 -

  その他 620,225,391 19,817,556 600,407,835

  本年度純資産変動額 4,976,384,254 6,645,224,486 -1,668,840,232 -

本年度末純資産残高 170,790,239,449 277,855,512,446 -107,065,272,997 -

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）

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 75,993,673,835

    業務費用支出 23,949,322,008

      人件費支出 9,878,733,855

      物件費等支出 12,396,980,968

      支払利息支出 842,519,177

      その他の支出 831,088,008

    移転費用支出 52,044,351,827

      補助金等支出 29,235,156,740

      社会保障給付支出 22,628,057,839

      その他の支出 181,137,248

  業務収入 82,446,842,904

    税収等収入 52,488,139,848

    国県等補助金収入 21,838,198,949

    使用料及び手数料収入 6,214,659,526

    その他の収入 1,905,844,581

  臨時支出 15,411,328

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 15,411,328

  臨時収入 82,493

業務活動収支 6,437,840,234

【投資活動収支】

  投資活動支出 11,249,233,857

    公共施設等整備費支出 7,969,113,711

    基金積立金支出 3,261,363,642

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 18,749,915

    その他の支出 6,589

  投資活動収入 5,134,095,294

    国県等補助金収入 877,775,563

    基金取崩収入 3,456,192,003

    貸付金元金回収収入 16,345,428

    資産売却収入 52,020,619

    その他の収入 731,761,681

投資活動収支 -6,115,138,563

【財務活動収支】

  財務活動支出 6,995,057,838

    地方債等償還支出 6,766,174,758

    その他の支出 228,883,080

  財務活動収入 4,862,134,095

    地方債等発行収入 4,862,134,095

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 622,044,544

本年度歳計外現金増減額 -3,950,601

本年度末歳計外現金残高 618,093,943

本年度末現金預金残高 7,477,116,977

財務活動収支 -2,132,923,743

本年度資金収支額 -1,810,222,072

前年度末資金残高 8,670,195,938

比例連結割合変更に伴う差額 -950,832

本年度末資金残高 6,859,023,034


