
会計：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 363,956,701,658   固定負債 207,418,374,734

    有形固定資産 340,774,066,523     地方債等 143,482,110,977

      事業用資産 116,924,420,616     長期未払金 9,966,000

        土地 60,005,826,430     退職手当引当金 14,550,193,245

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 110,033,529,062     その他 49,376,104,512

        建物減価償却累計額 -60,247,282,528   流動負債 16,098,306,078

        工作物 9,352,870,503     １年内償還予定地方債等 11,952,566,372

        工作物減価償却累計額 -3,712,244,364     未払金 1,487,511,010

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     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 1,107,011,362

        航空機 -     預り金 1,516,346,936

        航空機減価償却累計額 -     その他 34,870,398

        その他 - 負債合計 223,516,680,812

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,491,721,513   固定資産等形成分 376,790,603,473

      インフラ資産 209,705,001,366   余剰分（不足分） -214,008,754,067

        土地 13,806,447,001   他団体出資等分 -

        建物 9,976,907,902

        建物減価償却累計額 -4,251,189,326

        工作物 339,826,178,421

        工作物減価償却累計額 -157,189,898,065

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 7,536,555,433

      物品 37,701,216,262

      物品減価償却累計額 -23,556,571,721

    無形固定資産 116,351,457

      ソフトウェア 115,265,857

      その他 1,085,600

    投資その他の資産 23,066,283,678

      投資及び出資金 1,122,732,206

        有価証券 123,206,708

        出資金 999,525,498

        その他 -

      長期延滞債権 2,110,062,775

      長期貸付金 5,754,781

      基金 19,970,677,141

        減債基金 -

        その他 19,970,677,141

      その他 -

      徴収不能引当金 -116,182,522

  流動資産 22,341,828,560

    現金預金 8,195,374,712

    未収金 1,354,159,544

    短期貸付金 2,881,512

    基金 12,831,020,303

      財政調整基金 6,112,794,700

      減債基金 6,718,225,603

    棚卸資産 -

    その他 4,915,100

    徴収不能引当金 -46,522,611

  繰延資産 - 純資産合計 162,781,849,406

資産合計 386,298,530,218 負債及び純資産合計 386,298,530,218

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 210,113,051

    その他 149,135,276

純行政コスト 101,674,913,590

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 89,806,319

  臨時利益 359,248,327

  臨時損失 1,214,159,642

    災害復旧事業費 111,593,755

    資産除売却損 985,998,865

    使用料及び手数料 6,237,489,702

    その他 1,586,232,771

純経常行政コスト 100,820,002,275

      社会保障給付 12,151,472,599

      その他 85,881,774

  経常収益 7,823,722,473

        その他 1,012,378,276

    移転費用 60,911,777,884

      補助金等 48,194,518,863

      その他の業務費用 2,874,807,830

        支払利息 1,733,656,260

        徴収不能引当金繰入額 128,773,294

        維持補修費 1,461,226,894

        減価償却費 11,041,671,337

        その他 -

        その他 1,008,223,488

      物件費等 28,271,746,035

        物件費 15,768,847,804

        職員給与費 14,223,198,060

        賞与等引当金繰入額 1,014,789,362

        退職手当引当金繰入額 339,182,089

  経常費用 108,643,724,748

    業務費用 47,731,946,864

      人件費 16,585,392,999

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



会計：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 161,294,219,170 374,139,856,667 -212,845,637,497 -

  純行政コスト（△） -101,674,913,590 -101,674,913,590 -

  財源 104,068,931,645 104,068,931,645 -

    税収等 75,899,105,372 75,899,105,372 -

    国県等補助金 28,169,826,273 28,169,826,273 -

  本年度差額 2,394,018,055 2,394,018,055 -

  固定資産等の変動（内部変動） 3,719,406,068 -3,719,406,068

    有形固定資産等の増加 14,726,573,754 -14,726,573,754

    有形固定資産等の減少 -12,011,131,599 12,011,131,599

    貸付金・基金等の増加 2,632,102,613 -2,632,102,613

    貸付金・基金等の減少 -1,628,138,700 1,628,138,700

  資産評価差額 71,700 71,700

  無償所管換等 -905,232,459 -905,232,459

  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 -1,227,060 -163,498,503 162,271,443

  本年度純資産変動額 1,487,630,236 2,650,746,806 -1,163,116,570 -

本年度末純資産残高 162,781,849,406 376,790,603,473 -214,008,754,067 -

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



会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 1,434,982,880

本年度歳計外現金増減額 63,272,612

本年度末歳計外現金残高 1,498,255,492

本年度末現金預金残高 8,195,374,712

財務活動収支 2,205,942,648

本年度資金収支額 764,572,619

前年度末資金残高 5,932,546,601

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 6,697,119,220

    地方債等償還支出 11,357,903,528

    その他の支出 42,417,444

  財務活動収入 13,606,263,620

    地方債等発行収入 13,290,169,000

    その他の収入 316,094,620

    資産売却収入 321,738,488

    その他の収入 235,322,300

投資活動収支 -12,782,945,137

【財務活動収支】

  財務活動支出 11,400,320,972

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,640,020,220

    国県等補助金収入 2,777,928,521

    基金取崩収入 413,739,952

    貸付金元金回収収入 891,290,959

  投資活動支出 17,422,965,357

    公共施設等整備費支出 14,795,543,582

    基金積立金支出 1,748,498,775

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 878,923,000

    災害復旧事業費支出 111,593,755

    その他の支出 119,539,283

  臨時収入 74,692,235

業務活動収支 11,341,575,108

【投資活動収支】

    税収等収入 75,357,608,975

    国県等補助金収入 25,043,961,597

    使用料及び手数料収入 6,241,240,283

    その他の収入 1,575,191,996

  臨時支出 231,133,038

    移転費用支出 60,892,163,964

      補助金等支出 48,168,989,743

      社会保障給付支出 12,151,472,599

      その他の支出 91,796,974

  業務収入 108,218,002,851

    業務費用支出 35,827,822,976

      人件費支出 16,276,493,157

      物件費等支出 17,047,156,133

      支払利息支出 1,638,203,486

      その他の支出 865,970,200

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 96,719,986,940


