
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      22,271,646,339 　固定負債       4,853,022,468

　　有形固定資産      21,023,630,206 　　地方債等       3,910,114,160

　　　事業用資産       6,383,632,990 　　長期未払金                  －

　　　　土地         522,142,760 　　退職手当引当金         928,847,319

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      13,336,179,783 　　その他          14,060,989

　　　　建物減価償却累計額     △7,598,875,760 　流動負債         686,454,673

　　　　工作物         233,718,736 　　1年内償還予定地方債等         608,830,508

　　　　工作物減価償却累計額       △122,437,656 　　未払金           6,274,600

　　　　船舶             252,690 　　未払費用           9,511,276

　　　　船舶減価償却累計額           △199,563 　　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          49,361,538

　　　　航空機                  － 　　預り金          12,476,117

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                 634

　　　　その他                  － 負債合計       5,539,477,141

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          12,852,000 　固定資産等形成分      23,090,004,031

　　　インフラ資産      14,482,586,043 　余剰分（不足分）     △5,408,241,390

　　　　土地          19,673,489 　他団体出資等分             144,408

　　　　建物       1,066,523,000

　　　　建物減価償却累計額       △664,971,327

　　　　工作物      39,001,045,822

　　　　工作物減価償却累計額    △25,742,129,341

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定         802,444,400

　　　物品         763,499,036

　　　物品減価償却累計額       △606,087,863

　　無形固定資産          88,389,544

　　　ソフトウェア          16,447,665

　　　その他          71,941,879

　　投資その他の資産       1,159,626,589

　　　投資及び出資金         387,012,077

　　　　有価証券              55,000

　　　　出資金         140,194,376

　　　　その他         246,762,701

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           8,441,538

　　　長期貸付金                  －

　　　基金         704,230,883

（単位：円）

科目 金額

連結貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

連結

科目 金額



　　　　減債基金                  －

　　　　その他         704,230,883

　　　その他          61,612,292

　　　徴収不能引当金         △1,670,201

　流動資産         949,737,851

　　現金預金         122,237,414

　　未収金           6,787,968

　　短期貸付金                  －

　　基金         818,357,692

　　　財政調整基金         617,551,390

　　　減債基金         200,806,302

　　棚卸資産           2,354,777

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      17,681,907,049

資産合計      23,221,384,190 負債及び純資産合計      23,221,384,190

（単位：円）

科目 金額

連結貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

連結

科目 金額



経常費用                  6,071,932,067

　業務費用                  3,498,638,640

　　人件費                    725,387,507

　　　職員給与費                    619,370,689

　　　賞与等引当金繰入額                     49,361,538

　　　退職手当引当金繰入額                     12,052,902

　　　その他                     44,602,378

　　物件費等                  2,672,980,876

　　　物件費                  1,185,337,317

　　　維持補修費                    200,306,883

　　　減価償却費                  1,186,362,335

　　　その他                    100,974,341

　　その他の業務費用                    100,270,257

　　　支払利息                     44,633,557

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,668,333

　　　その他                     53,968,367

　移転費用                  2,573,293,427

　　補助金等                  2,380,157,018

　　社会保障給付                    192,232,442

　　他会計への繰出金                        189,154

　　その他                        714,813

経常収益                    834,745,268

　使用料及び手数料                    205,436,997

　その他                    629,308,271

純経常行政コスト                  5,237,186,799

臨時損失                            500

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                             －

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                            500

臨時利益                      3,152,746

　資産売却益                      3,152,746

　その他                             －

純行政コスト                  5,234,034,553

連結行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成30年03月31日

科目 金額



23,663,221,556 △5,536,072,41218,126,799,380前年度末純資産残高 △349,764

△5,233,804,725△5,234,034,553　純行政コスト（△） △229,828

4,913,397,5944,914,121,594　財源 724,000

3,448,589,5293,448,589,529　　税収等 －

1,464,808,0651,465,532,065　　国県等補助金 724,000

△320,407,131△319,912,959　本年度差額 494,172

△460,616,997 460,616,997　固定資産等の変動（内部変動） －

763,412,201 △763,412,201　　有形固定資産等の増加 －

△1,206,290,764 1,206,290,764　　有形固定資産等の減少 －

230,278,171 △230,278,171　　貸付金・基金等の増加 －

△248,016,605 248,016,605　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

△117,210,087△117,210,087　無償所管換等

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

△7,919,558　比例連結割合変更に伴う差額

23,547,964 △23,397,691150,273　その他

△573,217,525 127,831,022△444,892,331　本年度純資産変動額 494,172

23,090,004,031 △5,408,241,39017,681,907,049本年度末純資産残高 144,408

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

連結純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

連結

至 平成30年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,828,879,730

　　業務費用支出                  1,943,525,417

　　　人件費支出                    590,300,747

　　　物件費等支出                  1,296,581,190

　　　支払利息支出                     44,592,503

　　　その他の支出                     12,050,977

　　移転費用支出                  1,885,354,313

　　　補助金等支出                  1,692,714,927

　　　社会保障給付支出                    192,232,442

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                        406,944

　業務収入                  4,657,837,642

　　税収等収入                  2,939,935,239

　　国県等補助金収入                  1,163,260,983

　　使用料及び手数料収入                    204,879,741

　　その他の収入                    349,761,679

　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                    828,957,912

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    929,388,302

　　公共施設等整備費支出                    740,303,472

　　基金積立金支出                    187,890,830

　　投資及び出資金支出                      1,194,000

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    212,339,498

　　国県等補助金収入                             －

　　基金取崩収入                    209,186,748

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                      3,152,750

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △717,048,804

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    662,573,537

　　地方債等償還支出                    662,573,537

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    529,932,000

　　地方債等発行収入                    529,932,000

　　その他の収入                             －

連結資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成30年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △132,641,537

本年度資金収支額                   △19,221,884

前年度末資金残高                    114,324,496

比例連結割合変更に伴う差額                      1,354,946

本年度末資金残高                     96,457,558

前年度末歳計外現金残高                     24,169,247

本年度歳計外現金増減額                      1,610,609

本年度末歳計外現金残高                     25,779,856

本年度末現金預金残高                    122,237,414

連結資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

連結

至 平成30年03月31日

科目 金額


