
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 366,330,391,161   固定負債 207,847,196,850

    有形固定資産 341,628,541,100     地方債等 143,509,708,200

      事業用資産 117,695,108,708     長期未払金 9,966,000

        土地 60,175,942,792     退職手当引当金 14,934,009,848

        立木竹 3,119,428     損失補償等引当金 1,782,646

        建物 111,245,972,920     その他 49,391,730,156

        建物減価償却累計額 -60,873,851,587   流動負債 16,526,009,568

        工作物 9,379,661,988     １年内償還予定地方債等 11,920,953,354

        工作物減価償却累計額 -3,730,728,823     未払金 1,762,150,354

        船舶 -     未払費用 2,938,283

        船舶減価償却累計額 -     前受金 4,663,602

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,113,560,401

        航空機 -     預り金 1,530,836,127

        航空機減価償却累計額 -     その他 190,907,447

        その他 4,025,620 負債合計 224,373,206,418

        その他減価償却累計額 -755,143 【純資産の部】

        建設仮勘定 1,491,721,513   固定資産等形成分 379,170,737,423

      インフラ資産 209,705,001,366   余剰分（不足分） -213,362,806,345

        土地 13,806,447,001   他団体出資等分 233,375,158

        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 38,017,357,944

      物品減価償却累計額 -23,788,926,918

    無形固定資産 121,608,313

      ソフトウェア 119,858,833

      その他 1,749,480

    投資その他の資産 24,580,241,748

      投資及び出資金 640,440,702

        有価証券 81,906,708

        出資金 558,384,754

        その他 149,240

      長期延滞債権 2,112,083,325

      長期貸付金 29,982,704

      基金 21,910,563,234

        減債基金 -

        その他 21,910,563,234

      その他 3,373,674

      徴収不能引当金 -116,201,891

  流動資産 24,082,886,045

    現金預金 9,604,809,526

    未収金 1,438,250,071

    短期貸付金 -

    基金 12,840,346,262

      財政調整基金 6,122,120,659

      減債基金 6,718,225,603

    棚卸資産 84,294,321

    その他 161,847,395

    徴収不能引当金 -46,661,530

  繰延資産 1,235,448 純資産合計 166,041,306,236

資産合計 390,414,512,654 負債及び純資産合計 390,414,512,654

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



会計：連結会計 （単位：円）

    資産売却益 204,389,498

    その他 146,053,806

純行政コスト 124,847,523,784

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 94,701,725

  臨時利益 350,443,304

  臨時損失 1,192,396,204

    災害復旧事業費 111,593,755

    資産除売却損 986,100,724

    使用料及び手数料 6,191,567,905

    その他 2,523,526,721

純経常行政コスト 124,005,570,884

      社会保障給付 12,021,271,225

      その他 117,906,476

  経常収益 8,715,094,626

        その他 1,728,671,721

    移転費用 82,545,857,718

      補助金等 69,926,754,762

      その他の業務費用 3,592,885,084

        支払利息 1,735,378,914

        徴収不能引当金繰入額 128,834,449

        維持補修費 1,483,233,442

        減価償却費 11,098,183,138

        その他 396,484

        その他 1,008,805,487

      物件費等 28,726,945,239

        物件費 16,145,132,175

        職員給与費 15,478,148,339

        賞与等引当金繰入額 1,023,380,036

        退職手当引当金繰入額 344,643,607

  経常費用 132,720,665,510

    業務費用 50,174,807,792

      人件費 17,854,977,469

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：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 164,695,478,047 376,607,075,383 -212,163,690,861 252,093,525

  純行政コスト（△） -124,847,523,784 -124,823,373,568 -24,150,216

  財源 127,043,877,057 127,038,445,208 5,431,849

    税収等 86,339,994,498 86,339,026,786 967,712

    国県等補助金 40,703,882,559 40,699,418,422 4,464,137

  本年度差額 2,196,353,273 2,215,071,640 -18,718,367

  固定資産等の変動（内部変動） 3,658,255,035 -3,658,255,035

    有形固定資産等の増加 14,749,489,655 -14,749,489,655

    有形固定資産等の減少 -12,070,960,338 12,070,960,338

    貸付金・基金等の増加 2,775,497,700 -2,775,497,700

    貸付金・基金等の減少 -1,795,771,982 1,795,771,982

  資産評価差額 71,700 71,700

  無償所管換等 -905,165,627 -905,165,627

  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 -17,565,393 -11,608,210 -5,957,183 -

  その他 72,134,236 -177,890,858 250,025,094

  本年度純資産変動額 1,345,828,189 2,563,662,040 -1,199,115,484 -18,718,367

本年度末純資産残高 166,041,306,236 379,170,737,423 -213,362,806,345 233,375,158

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：連結会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 1,442,771,989

本年度歳計外現金増減額 63,298,304

本年度末歳計外現金残高 1,506,070,293

本年度末現金預金残高 9,604,809,526

財務活動収支 2,272,700,335

本年度資金収支額 643,478,862

前年度末資金残高 7,460,969,415

比例連結割合変更に伴う差額 -5,709,044

本年度末資金残高 8,098,739,233

    地方債等償還支出 11,316,764,084

    その他の支出 64,253,358

  財務活動収入 13,653,717,777

    地方債等発行収入 13,303,259,167

    その他の収入 350,458,610

    資産売却収入 315,848,047

    その他の収入 239,477,297

投資活動収支 -12,805,107,398

【財務活動収支】

  財務活動支出 11,381,017,442

    その他の支出 -

  投資活動収入 4,795,933,111

    国県等補助金収入 2,778,358,793

    基金取崩収入 565,211,825

    貸付金元金回収収入 897,037,149

  投資活動支出 17,601,040,509

    公共施設等整備費支出 14,807,686,408

    基金積立金支出 1,868,124,873

    投資及び出資金支出 40,000

    貸付金支出 925,189,228

    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 11,175,885,925

【投資活動収支】

    税収等収入 85,797,089,125

    国県等補助金収入 37,573,604,195

    使用料及び手数料収入 6,195,346,885

    その他の収入 2,536,238,424

  臨時支出 231,133,038

    移転費用支出 82,522,739,901

      補助金等支出 69,901,225,642

      社会保障給付支出 12,021,271,225

      その他の支出 120,317,779

  業務収入 132,102,278,629

    業務費用支出 38,247,212,000

      人件費支出 17,591,461,004

      物件費等支出 17,426,375,221

      支払利息支出 1,639,926,140

      その他の支出 1,589,449,635

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 120,769,951,901


