
【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 169,206,743,170   固定負債 32,049,509,391

    有形固定資産 162,166,246,247     地方債等 26,954,972,502

      事業用資産 47,865,140,221     長期未払金 -

        土地 26,379,280,597     退職手当引当金 2,256,782,282

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 2,837,754,607

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,716,491,632

        建物 38,515,399,659     １年内償還予定地方債等 618,026,038

        建物減価償却累計額 -20,509,295,964     未払金 449,041,612

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,197,996,505     前受金 17,786,618

        工作物減価償却累計額 -968,241,088     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 227,485,150

        船舶 -     預り金 403,652,214

        船舶減価償却累計額 -     その他 500,000

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 33,766,001,023

        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 177,219,822,815

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -27,188,955,800

        航空機 -   他団体出資等分 98,513,794

        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 3,250,000,512

      インフラ資産 112,091,482,968

        土地 667,369,562

        土地減損損失累計額 -

        建物 1,246,138,360

        建物減価償却累計額 -417,420,993

        建物減損損失累計額 -

        工作物 217,727,989,280

        工作物減価償却累計額 -107,300,113,241

        工作物減損損失累計額 -

        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 167,520,000

      物品 5,766,807,044

      物品減価償却累計額 -3,557,183,986

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 159,375,454

      ソフトウェア 157,216,354

      その他 2,159,100

    投資その他の資産 6,881,121,469

      投資及び出資金 51,538,766

        有価証券 -

        出資金 91,538,766

        その他 -40,000,000

      長期延滞債権 413,484,813

      長期貸付金 421,491

      基金 6,443,952,029

        減債基金 -

        その他 6,443,952,029

      その他 6,734,953

      徴収不能引当金 -35,010,583

  流動資産 14,688,638,662

    現金預金 5,091,944,788

    未収金 254,586,471

    短期貸付金 471,099

    基金 8,012,608,546

      財政調整基金 5,037,812,134

      減債基金 2,974,796,412

    棚卸資産 1,348,157,314

    その他 7,313,089

    徴収不能引当金 -26,442,645

  繰延資産 - 純資産合計 150,129,380,809

資産合計 183,895,381,832 負債及び純資産合計 183,895,381,832

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）

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 33,259,493,254

    業務費用 15,045,731,856

      人件費 3,448,688,853

        職員給与費 2,969,778,298

        賞与等引当金繰入額 224,836,692

        退職手当引当金繰入額 43,182,432

        その他 210,891,431

      物件費等 10,832,316,539

        物件費 4,929,791,662

        維持補修費 558,347,798

        減価償却費 5,323,533,840

        その他 20,643,239

      その他の業務費用 764,726,464

        支払利息 211,165,030

        徴収不能引当金繰入額 60,620,347

        その他 492,941,087

    移転費用 18,213,761,398

      補助金等 14,019,647,930

      社会保障給付 2,963,194,785

      その他 1,230,918,683

  経常収益 1,403,123,199

    使用料及び手数料 937,015,831

    その他 466,107,368

純経常行政コスト 31,856,370,055

  臨時損失 167,333,579

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 71,872,765

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 95,460,814

  臨時利益 72,644,605

    資産売却益 11,549,388

    その他 61,095,217

純行政コスト 31,951,059,029



【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 153,525,586,397 179,683,809,921 -26,158,223,524 -

  純行政コスト（△） -31,951,059,029 -31,899,582,050 -51,476,979

  財源 28,541,014,273 28,484,194,273 56,820,000

    税収等 19,181,045,718 19,181,045,718 -

    国県等補助金 9,359,968,555 9,303,148,555 56,820,000

  本年度差額 -3,410,044,756 -3,415,387,777 5,343,021

  固定資産等の変動（内部変動） -2,524,574,019 2,524,574,019

    有形固定資産等の増加 4,982,904,209 -4,982,904,209

    有形固定資産等の減少 -5,674,501,080 5,674,501,080

    貸付金・基金等の増加 306,980,698 -306,980,698

    貸付金・基金等の減少 -2,139,957,846 2,139,957,846

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -757,142 -757,142

  他団体出資等分の増加 -93,170,773 93,170,773

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 14,596,310 61,344,055 -46,747,745 -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -3,396,205,588 -2,463,987,106 -1,030,732,276 98,513,794

本年度末純資産残高 150,129,380,809 177,219,822,815 -27,188,955,800 98,513,794

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）

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 29,601,667,799

    業務費用支出 11,384,226,648

      人件費支出 3,409,532,086

      物件費等支出 5,871,647,376

      支払利息支出 211,165,030

      その他の支出 1,891,882,156

    移転費用支出 18,217,441,151

      補助金等支出 14,020,610,883

      社会保障給付支出 2,963,194,785

      その他の支出 1,233,635,483

  業務収入 29,386,191,519

    税収等収入 19,010,229,482

    国県等補助金収入 8,956,056,405

    使用料及び手数料収入 947,085,726

    その他の収入 472,819,906

  臨時支出 760,814

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 760,814

  臨時収入 83,768

業務活動収支 -216,153,326

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,670,045,609

    公共施設等整備費支出 4,297,372,099

    基金積立金支出 369,673,510

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 3,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 2,728,575,741

    国県等補助金収入 403,912,150

    基金取崩収入 2,207,605,151

    貸付金元金回収収入 5,225,222

    資産売却収入 68,103,370

    その他の収入 43,729,848

投資活動収支 -1,941,469,868

【財務活動収支】

  財務活動支出 2,383,868,575

    地方債等償還支出 2,383,868,575

    その他の支出 -

  財務活動収入 4,367,652,927

    地方債等発行収入 4,367,652,927

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 394,250,615

本年度歳計外現金増減額 8,161,562

本年度末歳計外現金残高 402,412,177

本年度末現金預金残高 5,091,944,788

財務活動収支 1,983,784,352

本年度資金収支額 -173,838,842

前年度末資金残高 4,859,470,689

比例連結割合変更に伴う差額 3,900,764

本年度末資金残高 4,689,532,611
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