
【様式第1号】

＜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 16,982,317,098   固定負債 2,317,838,632

    有形固定資産 14,835,916,469     地方債等 1,669,358,334

      事業用資産 3,878,616,740     長期未払金 -

        土地 849,380,388     退職手当引当金 648,480,298

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 356,055,199

        建物 7,563,556,602     １年内償還予定地方債等 238,169,891

        建物減価償却累計額 -4,823,505,065     未払金 72,287,200

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,229,956,461     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -963,744,846     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 33,081,843

        船舶 -     預り金 3,450,773

        船舶減価償却累計額 -     その他 9,065,492

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 2,673,893,831

        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 17,888,145,007

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -2,342,516,117

        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 22,973,200

      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 582,569,353

      物品減価償却累計額 -444,270,442

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 55,568,228

      ソフトウェア 55,568,228

      その他 -

    投資その他の資産 2,090,832,401

      投資及び出資金 16,791,000

        有価証券 -

        出資金 16,791,000

        その他 -

      長期延滞債権 12,185,600

      長期貸付金 10,500,000

      基金 2,052,835,896

        減債基金 432,105,254

        その他 1,620,730,642

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,480,095

  流動資産 1,237,205,623

    現金預金 327,950,866

    未収金 4,025,777

    短期貸付金 -

    基金 905,827,909

      財政調整基金 905,827,909

      減債基金 -

    棚卸資産 10,820

    その他 -

    徴収不能引当金 -609,749

  繰延資産 - 純資産合計 15,545,628,890

資産合計 18,219,522,721 負債及び純資産合計 18,219,522,721

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

＜全体会計＞ （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 2,815,534,039

    業務費用 1,697,123,218

      人件費 519,205,144

        職員給与費 392,935,783

        賞与等引当金繰入額 33,081,844

        退職手当引当金繰入額 24,528,892

        その他 68,658,625

      物件費等 1,129,291,508

        物件費 418,946,298

        維持補修費 25,403,960

        減価償却費 684,941,250

        その他 -

      その他の業務費用 48,626,566

        支払利息 19,342,149

        徴収不能引当金繰入額 1,339,908

        その他 27,944,509

    移転費用 1,118,410,821

      補助金等 998,145,538

      社会保障給付 116,922,583

      その他 3,342,700

  経常収益 93,329,138

    使用料及び手数料 62,114,133

    その他 31,215,005

純経常行政コスト 2,722,204,901

  臨時損失 601,335

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 601,335

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 39,999

    資産売却益 39,999

    その他 -

純行政コスト 2,722,766,237



【様式第3号】

＜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 15,917,133,444 18,069,635,112 -2,152,501,668 -

  純行政コスト（△） -2,722,766,237 -2,722,766,237 -

  財源 2,561,487,644 2,561,487,644 -

    税収等 1,881,750,485 1,881,750,485 -

    国県等補助金 679,737,159 679,737,159 -

  本年度差額 -161,278,593 -161,278,593 -

  固定資産等の変動（内部変動） -181,218,219 181,218,219

    有形固定資産等の増加 393,320,495 -393,320,495

    有形固定資産等の減少 -685,542,586 685,542,586

    貸付金・基金等の増加 128,552,130 -128,552,130

    貸付金・基金等の減少 -17,548,258 17,548,258

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -271,886 -271,886

  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 -209,954,075 - -209,954,075

  本年度純資産変動額 -371,504,554 -181,490,105 -190,014,449 -

本年度末純資産残高 15,545,628,890 17,888,145,007 -2,342,516,117 -

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】

＜全体会計＞ （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 2,148,084,650

    業務費用支出 984,379,160

      人件費支出 492,927,591

      物件費等支出 444,220,184

      支払利息支出 19,342,149

      その他の支出 27,889,236

    移転費用支出 1,163,705,490

      補助金等支出 1,043,440,207

      社会保障給付支出 116,922,583

      その他の支出 3,342,700

  業務収入 2,430,020,506

    税収等収入 1,878,674,156

    国県等補助金収入 458,343,159

    使用料及び手数料収入 62,276,179

    その他の収入 30,727,012

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 281,935,856

【投資活動収支】

  投資活動支出 449,585,425

    公共施設等整備費支出 321,033,295

    基金積立金支出 118,552,130

    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 240,482,648

    国県等補助金収入 222,058,000

    基金取崩収入 18,060,404

    貸付金元金回収収入 324,244

    資産売却収入 40,000

    その他の収入 -

投資活動収支 -209,102,777

【財務活動収支】

  財務活動支出 272,158,512

    地方債等償還支出 272,158,512

    その他の支出 -

  財務活動収入 209,265,492

    地方債等発行収入 200,200,000

    その他の収入 9,065,492

前年度末歳計外現金残高 3,456,398

本年度歳計外現金増減額 -5,625

本年度末歳計外現金残高 3,450,773

本年度末現金預金残高 327,950,866

財務活動収支 -62,893,020

本年度資金収支額 9,940,059

前年度末資金残高 314,560,034

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 324,500,093
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