
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 － 【負債の部】 －

　固定資産 52,734,365,828 　固定負債 18,158,286,591

　　有形固定資産 49,746,550,035 　　地方債 12,441,179,662

　　　事業用資産 27,214,473,473 　　長期未払金 9,760,436

　　　　　土地 12,767,270,062 　　退職手当引当金 2,180,445,870

　　　　　立木竹 61,899,477 　　損失補償等引当金 －

　　　　　建物 26,043,327,268 　　その他 3,526,900,623

　　　　　建物減価償却累計額 △13,002,545,448 　流動負債 1,022,889,093

　　　　　工作物 2,389,740,032 　　１年内償還予定地方債 756,145,300

　　　　　工作物減価償却累計額 △1,262,144,479 　　未払金 139,711,882

　　　　　船舶 － 　　未払費用 341,704

　　　　　船舶減価償却累計額 － 　　前受金 5,041,380

　　　　　浮標等 － 　　前受収益 －

　　　　浮標等減価償却累計額 － 　　賞与等引当金 116,884,054

　　　　　航空機 － 　　預り金 2,077,871

　　　　　航空機減価償却累計額 － 　　その他 2,686,902

　　　　　その他 30,779 負債合計 19,181,175,684

　　　　　その他減価償却累計額 △16,855 【純資産の部】 －

　　　　　建設仮勘定 216,912,637 　固定資産等形成分 50,351,284,949

　　　インフラ資産 21,509,330,240 　余剰分（不足分） △13,361,042,044

　　　　　土地 3,750,319,912 　他団体出資等分 －

　　　　　建物 1,195,750,512

　　　　　建物減価償却累計額 △543,910,444

　　　　　工作物 23,789,577,973

　　　　　工作物減価償却累計額 △8,298,111,372

　　　　　その他 2,392,994,099

　　　　　その他減価償却累計額 △798,551,199

　　　　　建設仮勘定 21,260,759

　　　物品 1,966,098,017

　　　物品減価償却累計額 △943,351,695

　　無形固定資産 124,282,216

　　　ソフトウェア 123,700,832

　　　その他 581,384

　　投資その他の資産 2,863,533,577

　　　投資及び出資金 20,420,692

　　　　　有価証券 340,692

　　　　　出資金 10,000

　　　　　その他 20,070,000

　　　投資損失引当金 －

　　　長期延滞債権 31,424,464

　　　長期貸付金 －

　　　基金 2,815,211,696

連結

連結貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）



（単位：円）

科目 金額 科目 金額

　　　　　減債基金 －

　　　　　その他 2,815,211,696

　　　その他 16,670

　　　徴収不能引当金 △3,539,945

　流動資産 3,437,052,761

　　現金預金 2,061,748,287

　　未収金 271,231,851

　　短期貸付金 －

　　基金 1,048,728,036

　　　財政調整基金 1,048,728,036

　　　減債基金 －

　　棚卸資産 923,755

　　その他 57,813,157

　　徴収不能引当金 △3,392,325

　繰延資産 － 純資産合計 36,990,242,905

資産合計 56,171,418,589 負債・純資産合計 56,171,418,589

（平成30年03月31日 現在）

連結

連結貸借対照表



（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 － 【負債の部】 －

　固定資産 51,433,481,770 　固定負債 16,867,450,414

　　有形固定資産 48,148,182,694 　　地方債 11,189,517,638

　　　事業用資産 26,357,662,526 　　長期未払金 38,956,724

　　　　　土地 12,751,673,956 　　退職手当引当金 2,303,806,230

　　　　　立木竹 74,601,600 　　損失補償等引当金 －

　　　　　建物 24,908,889,652 　　その他 3,335,169,822

　　　　　建物減価償却累計額 △12,500,984,071 　流動負債 1,212,969,670

　　　　　工作物 2,309,576,666 　　１年内償還予定地方債 750,906,401

　　　　　工作物減価償却累計額 △1,193,683,051 　　未払金 341,001,115

　　　　　船舶 － 　　未払費用 359,817

　　　　　船舶減価償却累計額 － 　　前受金 3,878,540

　　　　　浮標等 － 　　前受収益 －

　　　　浮標等減価償却累計額 － 　　賞与等引当金 113,619,789

　　　　　航空機 － 　　預り金 1,809,508

　　　　　航空機減価償却累計額 － 　　その他 1,394,500

　　　　　その他 30,779 負債合計 18,080,420,084

　　　　　その他減価償却累計額 △14,518 【純資産の部】 －

　　　　　建設仮勘定 7,571,513 　固定資産等形成分 48,857,811,872

　　　インフラ資産 20,945,110,741 　余剰分（不足分） △11,761,394,227

　　　　　土地 3,689,183,050 　他団体出資等分 －

　　　　　建物 1,195,199,712

　　　　　建物減価償却累計額 △508,056,288

　　　　　工作物 22,995,280,401

　　　　　工作物減価償却累計額 △7,837,183,562

　　　　　その他 2,042,144,171

　　　　　その他減価償却累計額 △703,111,375

　　　　　建設仮勘定 71,654,632

　　　物品 1,664,071,885

　　　物品減価償却累計額 △818,662,458

　　無形固定資産 172,169,468

　　　ソフトウェア 171,588,084

　　　その他 581,384

　　投資その他の資産 3,113,129,608

　　　投資及び出資金 20,443,120

　　　　　有価証券 363,120

　　　　　出資金 10,000

　　　　　その他 20,070,000

　　　投資損失引当金 －

　　　長期延滞債権 37,227,691

　　　長期貸付金 －

　　　基金 3,064,823,453

連結

連結貸借対照表
（平成29年03月31日 現在）



（単位：円）

科目 金額 科目 金額

　　　　　減債基金 －

　　　　　その他 3,064,823,453

　　　その他 16,670

　　　徴収不能引当金 △9,381,326

　流動資産 3,743,355,959

　　現金預金 1,950,828,781

　　未収金 474,781,495

　　短期貸付金 －

　　基金 1,297,073,919

　　　財政調整基金 1,297,073,919

　　　減債基金 －

　　棚卸資産 1,156,048

　　その他 20,287,548

　　徴収不能引当金 △771,832

　繰延資産 － 純資産合計 37,096,417,645

資産合計 55,176,837,729 負債・純資産合計 55,176,837,729

（平成29年03月31日 現在）

連結

連結貸借対照表



連結

（単位：円）

科目 金額

経常費用 15,290,142,238

　業務費用 5,945,941,001

　　人件費 1,978,248,188

　　　職員給与費 1,659,937,253

　　　賞与等引当金繰入額 114,005,997

　　　退職手当引当金繰入額 △66,198,333

　　　その他 270,503,271

　　物件費等 3,723,116,115

　　　物件費 1,974,156,241

　　　維持補修費 327,864,790

　　　減価償却費 1,419,816,383

　　　その他 1,278,701

　　その他の業務費用 244,576,698

　　　支払利息 93,489,075

　　　徴収不能引当金繰入額 686,994

　　　その他 150,400,629

　移転費用 9,344,201,237

　　補助金等 8,277,647,146

　　社会保障給付 1,042,341,414

　　他会計への繰出金 －

　　その他 24,212,677

経常収益 1,053,672,753

　使用料及び手数料 660,186,068

　その他 393,486,685

純経常行政コスト 14,236,469,485

臨時損失 57,351,572

　災害復旧事業費 7,760,520

　資産除売却損 49,591,052

　投資損失引当金繰入額 －

　損失補償等引当金繰入額 －

　その他 －

臨時利益 9,568,000

　資産売却益 －

　その他 9,568,000

純行政コスト 14,284,253,057

連結行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



（単位：円）

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 37,124,684,003 48,885,988,582 △11,761,304,579 －

　純行政コスト（△） △14,284,253,057 － △14,284,253,057 －

　財源 14,094,557,216 － 14,094,557,216 －

　　税収等 9,870,655,496 － 9,870,655,496 －

　　国県等補助金 4,223,901,720 － 4,223,901,720 －

　本年度差額 △189,695,841 － △189,695,841 －

　固定資産等の変動（内部変動）

　　有形固定資産等の増加

　　有形固定資産等の減少

　　貸付金・基金等の増加

　　貸付金・基金等の減少

　資産評価差額

　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

　その他

　本年度純資産変動額 △134,441,098 1,465,296,367 △1,599,737,465 －

本年度末純資産残高 36,990,242,905 50,351,284,949 △13,361,042,044 －

科目 合計

至 平成30年03月31日

連結

連結純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

省略



連結

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】

　業務支出

　　業務費用支出

　　　人件費支出

　　　物件費等支出

　　　支払利息支出

　　　その他の支出

　　移転費用支出

　　　補助金等支出

　　　社会保障給付支出

　　　他会計への繰出支出

　　　その他の支出

　業務収入

　　税収等収入

　　国県等補助金収入

　　使用料及び手数料収入

　　その他の収入

　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

【投資活動収支】

　投資活動支出

　　公共施設等整備費支出

　　基金積立金支出

　　投資及び出資金支出

　　貸付金支出

　　その他の支出

　投資活動収入

　　国県等補助金収入

　　基金取崩収入

　　貸付金元金回収収入

　　資産売却収入

　　その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

　財務活動支出

　　地方債償還支出

　　その他の支出

　財務活動収入

　　地方債発行収入

　　その他の収入

連結資金収支計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

省略



連結

（単位：円）

科目 金額

財務活動収支

本年度資金収支額 93,234,247

前年度末資金残高 1,968,039,986

本年度末資金残高 2,061,274,233

前年度末歳計外現金残高 579,209

本年度歳計外現金増減額 △105,155

本年度末歳計外現金残高 474,054

本年度末現金預金残高 2,061,748,287

連結資金収支計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

省略
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