
【様式第1号】

＜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 17,336,035,279   固定負債 2,459,073,932

    有形固定資産 15,032,524,772     地方債等 1,691,532,946

      事業用資産 4,054,434,716     長期未払金 886,068

        土地 923,584,744     退職手当引当金 766,629,745

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 25,173

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 375,231,486

        建物 7,934,628,853     １年内償還予定地方債等 243,423,145

        建物減価償却累計額 -5,104,285,107     未払金 72,540,089

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,249,569,232     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -972,167,587     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 40,170,967

        船舶 -     預り金 4,158,582

        船舶減価償却累計額 -     その他 14,938,703

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 2,834,305,418

        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 18,264,553,056

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -2,488,685,946

        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 23,104,581

      インフラ資産 10,819,000,818

        土地 77,426,195

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 26,378,660,288

        工作物減価償却累計額 -15,650,067,265

        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 12,981,600

      物品 766,948,293

      物品減価償却累計額 -607,859,055

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 55,928,265

      ソフトウェア 55,928,265

      その他 -

    投資その他の資産 2,247,582,242

      投資及び出資金 3,295,000

        有価証券 -

        出資金 3,295,000

        その他 -

      長期延滞債権 12,208,853

      長期貸付金 10,500,000

      基金 2,223,061,543

        減債基金 432,105,254

        その他 1,790,956,289

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,483,154

  流動資産 1,274,137,249

    現金預金 341,680,583

    未収金 4,096,815

    短期貸付金 -

    基金 928,517,777

      財政調整基金 928,517,777

      減債基金 -

    棚卸資産 461,166

    その他 -

    徴収不能引当金 -619,092

  繰延資産 - 純資産合計 15,775,867,110

資産合計 18,610,172,528 負債及び純資産合計 18,610,172,528

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

＜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 3,231,687,879

    業務費用 1,860,746,722

      人件費 619,751,796

        職員給与費 481,078,021

        賞与等引当金繰入額 40,170,209

        退職手当引当金繰入額 25,234,307

        その他 73,269,259

      物件費等 1,186,234,183

        物件費 457,677,843

        維持補修費 29,837,297

        減価償却費 698,706,564

        その他 12,479

      その他の業務費用 54,760,743

        支払利息 19,376,449

        徴収不能引当金繰入額 1,352,310

        その他 34,031,984

    移転費用 1,370,941,157

      補助金等 836,829,079

      社会保障給付 528,113,306

      その他 5,998,772

  経常収益 110,714,110

    使用料及び手数料 69,894,706

    その他 40,819,404

純経常行政コスト 3,120,973,769

  臨時損失 17,004,066

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 637,865

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 16,366,201

  臨時利益 6,379,104

    資産売却益 172,075

    その他 6,207,029

純行政コスト 3,131,598,731



【様式第3号】

＜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 16,177,500,595 18,447,676,677 -2,270,176,082 -

  純行政コスト（△） -3,131,598,731 -3,131,598,731 -

  財源 2,952,788,226 2,952,788,226 -

    税収等 2,102,307,675 2,102,307,675 -

    国県等補助金 850,480,551 850,480,551 -

  本年度差額 -178,810,505 -178,810,505 -

  固定資産等の変動（内部変動） -199,245,047 199,245,047

    有形固定資産等の増加 401,646,859 -401,646,859

    有形固定資産等の減少 -773,014,010 773,014,010

    貸付金・基金等の増加 192,706,185 -192,706,185

    貸付金・基金等の減少 -20,584,081 20,584,081

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -4,619,499 -4,619,499

  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 -2,968,012 6,616,715 -9,584,727 -

  その他 -209,903,075 51,000 -209,954,075

  本年度純資産変動額 -396,301,091 -197,196,831 -199,104,260 -

本年度末純資産残高 15,775,867,110 18,264,553,056 -2,488,685,946 -

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】

＜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 2,552,626,483

    業務費用支出 1,136,390,657

      人件費支出 590,655,212

      物件費等支出 490,344,760

      支払利息支出 19,376,449

      その他の支出 36,014,236

    移転費用支出 1,416,235,826

      補助金等支出 882,123,748

      社会保障給付支出 528,113,306

      その他の支出 5,998,772

  業務収入 2,837,695,473

    税収等収入 2,099,231,346

    国県等補助金収入 629,086,551

    使用料及び手数料収入 70,056,752

    その他の収入 39,320,824

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 90

業務活動収支 285,069,080

【投資活動収支】

  投資活動支出 457,646,505

    公共施設等整備費支出 326,228,182

    基金積立金支出 121,418,323

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 10,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 243,672,683

    国県等補助金収入 222,058,000

    基金取崩収入 21,118,363

    貸付金元金回収収入 324,244

    資産売却収入 172,076

    その他の収入 -

投資活動収支 -213,973,822

【財務活動収支】

  財務活動支出 275,926,910

    地方債等償還支出 275,925,966

    その他の支出 944

  財務活動収入 210,554,414

    地方債等発行収入 201,488,922

    その他の収入 9,065,492

前年度末歳計外現金残高 3,785,531

本年度歳計外現金増減額 71,862

本年度末歳計外現金残高 3,857,393

本年度末現金預金残高 341,680,583

財務活動収支 -65,372,496

本年度資金収支額 5,722,762

前年度末資金残高 332,136,755

比例連結割合変更に伴う差額 -36,327

本年度末資金残高 337,823,190
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