
【連結】 【様式第1号】

（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 504,295,977,986   固定負債 125,207,381,707

    有形固定資産 486,379,034,155     地方債等 106,484,103,835

      事業用資産 175,114,873,920     長期未払金 1,156,252,071

        土地 86,248,555,003     退職手当引当金 17,494,433,218

        立木竹 4,128,832,218     損失補償等引当金 -

        建物 190,895,609,246     その他 72,592,583

        建物減価償却累計額 -110,973,800,263   流動負債 17,222,472,030

        工作物 18,366,317,351     １年内償還予定地方債等 11,154,129,773

        工作物減価償却累計額 -15,109,691,341     未払金 3,752,469,327

        船舶 -     未払費用 49,215,056

        船舶減価償却累計額 -     前受金 38,993,855

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 1,777,804,899

        航空機 -     預り金 136,884,502

        航空機減価償却累計額 -     その他 312,974,618

        その他 4,551,406,370 負債合計 142,429,853,737

        その他減価償却累計額 -3,737,956,942 【純資産の部】

        建設仮勘定 745,602,278   固定資産等形成分 508,726,949,287

      インフラ資産 306,780,929,003   余剰分（不足分） -126,200,516,706

        土地 67,522,272,756   他団体出資等分 47,141,263

        建物 5,752,923,801

        建物減価償却累計額 -1,727,129,199

        工作物 411,942,435,252

        工作物減価償却累計額 -185,508,147,379

        その他 14,531,917,670

        その他減価償却累計額 -6,932,197,275

        建設仮勘定 1,198,853,377

      物品 14,702,278,338

      物品減価償却累計額 -10,219,047,106

    無形固定資産 2,313,772,732

      ソフトウェア 2,190,589,776

      その他 123,182,956

    投資その他の資産 15,603,171,099

      投資及び出資金 626,097,577

        有価証券 191,316,577

        出資金 124,881,000

        その他 309,900,000

      長期延滞債権 1,588,217,428

      長期貸付金 15,480,057

      基金 13,657,032,667

        減債基金 -

        その他 13,657,032,667

      その他 53,603,029

      徴収不能引当金 -337,259,659

  流動資産 20,707,449,595

    現金預金 12,413,092,591

    未収金 3,960,871,558

    短期貸付金 3,600,000

    基金 4,427,371,301

      財政調整基金 4,427,371,301

      減債基金 -

    棚卸資産 55,380,699

    その他 30,227,744

    徴収不能引当金 -183,094,298

  繰延資産 - 純資産合計 382,573,573,844

資産合計 525,003,427,581 負債及び純資産合計 525,003,427,581

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【連結】 【様式第2号】

（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 174,351,013,151

    業務費用 74,362,020,140

      人件費 27,743,965,018

        職員給与費 22,644,866,347

        賞与等引当金繰入額 1,766,538,694

        退職手当引当金繰入額 1,793,845,193

        その他 1,538,714,784

      物件費等 42,598,508,553

        物件費 22,891,831,101

        維持補修費 2,291,661,972

        減価償却費 16,395,204,227

        その他 1,019,811,253

      その他の業務費用 4,019,546,569

        支払利息 1,559,253,484

        徴収不能引当金繰入額 209,745,029

        その他 2,250,548,056

    移転費用 99,988,993,011

      補助金等 55,979,034,708

      社会保障給付 42,881,601,136

      その他 1,128,357,167

  経常収益 15,072,955,487

    使用料及び手数料 22,325,975,113

    その他 -7,253,019,626

純経常行政コスト 159,278,057,664

  臨時損失 999,166,508

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 993,634,931

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 5,531,577

  臨時利益 95,794,066

    資産売却益 87,485,690

    その他 8,308,376

純行政コスト 160,181,430,106



【連結】 【様式第3号】

（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 346,088,610,277 521,293,229,781 -175,234,619,504 30,000,000

  純行政コスト（△） -160,181,430,106 -160,182,316,340 886,234

  財源 159,218,338,592 159,218,338,592 -

    税収等 115,867,942,959 115,867,942,959 -

    国県等補助金 43,350,395,633 43,350,395,633 -

  本年度差額 -963,091,514 -963,977,748 886,234

  固定資産等の変動（内部変動） -4,089,908,677 4,089,908,677

    有形固定資産等の増加 12,616,817,845 -12,616,817,845

    有形固定資産等の減少 -18,200,659,093 18,200,659,093

    貸付金・基金等の増加 4,765,702,570 -4,765,702,570

    貸付金・基金等の減少 -3,271,769,999 3,271,769,999

  資産評価差額 35,822,963 35,822,963

  無償所管換等 2,245,081,021 2,245,081,021

  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 -16,336,009 -14,934,532 -1,401,477 -

  その他 35,183,487,106 -10,742,341,269 45,909,573,346 16,255,029

  本年度純資産変動額 36,484,963,567 -12,566,280,494 49,034,102,798 17,141,263

本年度末純資産残高 382,573,573,844 508,726,949,287 -126,200,516,706 47,141,263

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


