
【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 12,828,420,874   固定負債 5,069,714,067

    有形固定資産 10,421,121,421     地方債等 4,842,024,534

      事業用資産 6,832,940,254     長期未払金 -

        土地 1,094,900,750     退職手当引当金 181,219,533

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 7,487,500     その他 46,470,000

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 782,547,688

        建物 18,277,842,537     １年内償還予定地方債等 635,040,880

        建物減価償却累計額 -12,662,935,880     未払金 29,123,534

        建物減損損失累計額 -     未払費用 3,896,026

        工作物 175,952,479     前受金 530,500

        工作物減価償却累計額 -67,464,732     前受収益 4,492

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 71,473,449

        船舶 -     預り金 39,452,807

        船舶減価償却累計額 -     その他 3,026,000

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,852,261,755

        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 13,838,585,521

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,438,274,818

        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 63,000

        その他減価償却累計額 -55,000

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 7,149,600

      インフラ資産 3,326,420,728

        土地 912,324,446

        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 11,494,506,115

        工作物減価償却累計額 -9,080,409,833

        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 -

      物品 1,463,553,778

      物品減価償却累計額 -1,201,793,339

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 24,294,326

      ソフトウェア 23,995,722

      その他 298,604

    投資その他の資産 2,383,005,127

      投資及び出資金 151,289,397

        有価証券 122,423,497

        出資金 28,865,900

        その他 -

      長期延滞債権 98,098,914

      長期貸付金 -

      基金 2,031,985,613

        減債基金 -

        その他 2,031,985,613

      その他 106,089,305

      徴収不能引当金 -4,458,102

  流動資産 1,424,151,584

    現金預金 357,092,670

    未収金 22,839,657

    短期貸付金 -

    基金 1,010,164,647

      財政調整基金 965,124,647

      減債基金 45,040,000

    棚卸資産 31,843,141

    その他 2,931,733

    徴収不能引当金 -720,264

  繰延資産 - 純資産合計 8,400,310,703

資産合計 14,252,572,458 負債及び純資産合計 14,252,572,458

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 9,728,201,885

    業務費用 3,968,918,090

      人件費 1,445,938,246

        職員給与費 1,082,472,679

        賞与等引当金繰入額 71,473,449

        退職手当引当金繰入額 10,339,716

        その他 281,652,402

      物件費等 2,113,913,427

        物件費 1,226,164,931

        維持補修費 312,912,017

        減価償却費 574,742,742

        その他 93,737

      その他の業務費用 409,066,417

        支払利息 33,679,214

        徴収不能引当金繰入額 402,036

        その他 374,985,167

    移転費用 5,759,283,795

      補助金等 3,073,830,465

      社会保障給付 2,305,096,401

      その他 16,148,929

  経常収益 860,750,529

    使用料及び手数料 110,547,151

    その他 750,203,378

純経常行政コスト 8,867,451,356

  臨時損失 12,111,397

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 12,083,845

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 27,552

  臨時利益 1,384,343

    資産売却益 1,242,343

    その他 142,000

純行政コスト 8,878,178,410



【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 8,643,480,177 13,437,696,741 -4,794,216,564 -

  純行政コスト（△） -8,878,178,410 -8,878,178,410 -

  財源 8,559,464,907 8,559,464,907 -

    税収等 5,947,763,907 5,947,763,907 -

    国県等補助金 2,611,701,000 2,611,701,000 -

  本年度差額 -318,713,503 -318,713,503 -

  固定資産等の変動（内部変動） 305,314,465 -305,314,465

    有形固定資産等の増加 669,986,580 -669,986,580

    有形固定資産等の減少 -578,133,771 602,413,771

    貸付金・基金等の増加 268,333,409 -292,613,409

    貸付金・基金等の減少 -54,871,753 54,871,753

  資産評価差額 -18,000 -18,000

  無償所管換等 7,757,957 7,757,957

  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 -23,144,198 -24,557,287 1,413,089 -

  その他 90,948,270 112,391,645 -21,443,375

  本年度純資産変動額 -243,169,474 400,888,780 -644,058,254 -

本年度末純資産残高 8,400,310,703 13,838,585,521 -5,438,274,818 -

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 9,128,403,987

    業務費用支出 3,369,136,025

      人件費支出 1,419,460,181

      物件費等支出 1,540,765,228

      支払利息支出 33,679,214

      その他の支出 375,231,402

    移転費用支出 5,759,267,962

      補助金等支出 3,073,830,465

      社会保障給付支出 2,305,080,568

      その他の支出 16,148,929

  業務収入 9,240,979,481

    税収等収入 5,949,492,295

    国県等補助金収入 2,452,781,000

    使用料及び手数料収入 110,547,151

    その他の収入 728,159,035

  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 112,575,494

【投資活動収支】

  投資活動支出 952,275,478

    公共施設等整備費支出 665,808,560

    基金積立金支出 264,774,389

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 21,000,000

    その他の支出 692,529

  投資活動収入 211,733,561

    国県等補助金収入 158,920,000

    基金取崩収入 30,055,615

    貸付金元金回収収入 21,000,000

    資産売却収入 1,757,946

    その他の収入 -

投資活動収支 -740,541,917

【財務活動収支】

  財務活動支出 681,594,763

    地方債等償還支出 681,594,763

    その他の支出 -

  財務活動収入 930,069,083

    地方債等発行収入 930,069,083

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 36,689,418

本年度歳計外現金増減額 2,218,121

本年度末歳計外現金残高 38,907,539

本年度末現金預金残高 357,092,670

財務活動収支 248,474,320

本年度資金収支額 -379,492,103

前年度末資金残高 700,149,270

比例連結割合変更に伴う差額 -2,472,036

本年度末資金残高 318,185,131


