
【様式第1号】

会計：一般会計等 （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 51,781,671,424   固定負債 11,982,392,741

    有形固定資産 48,610,570,516     地方債 10,084,447,741

      事業用資産 18,860,531,801     長期未払金 -

        土地 7,675,223,898     退職手当引当金 1,897,945,000

        立木竹 103,789,196     損失補償等引当金 -

        建物 24,895,509,499     その他 -

        建物減価償却累計額 -14,925,054,659   流動負債 1,235,125,462

        工作物 3,804,119,927     １年内償還予定地方債 704,678,808

        工作物減価償却累計額 -2,940,026,034     未払金 -

        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 125,747,258

        航空機 -     預り金 403,810,151

        航空機減価償却累計額 -     その他 889,245

        その他 7,203,000 負債合計 13,217,518,203

        その他減価償却累計額 -6,042,916 【純資産の部】

        建設仮勘定 245,809,890   固定資産等形成分 53,219,830,092

      インフラ資産 29,099,625,640   余剰分（不足分） -12,456,414,785

        土地 2,818,912,368

        建物 841,767,144

        建物減価償却累計額 -663,024,262

        工作物 57,293,189,130

        工作物減価償却累計額 -31,379,887,120

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 188,668,380

      物品 4,141,726,446

      物品減価償却累計額 -3,491,313,371

    無形固定資産 11,415,709

      ソフトウェア 11,415,709

      その他 -

    投資その他の資産 3,159,685,199

      投資及び出資金 1,275,067,637

        有価証券 50,000

        出資金 1,271,857,637

        その他 3,160,000

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 134,768,961

      長期貸付金 -

      基金 1,759,092,288

        減債基金 190,320,960

        その他 1,568,771,328

      その他 -

      徴収不能引当金 -9,243,687

  流動資産 2,199,262,086

    現金預金 727,156,673

    未収金 36,819,465

    短期貸付金 -

    基金 1,438,158,668

      財政調整基金 1,431,709,668

      減債基金 6,449,000

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -2,872,720 純資産合計 40,763,415,307

資産合計 53,980,933,510 負債及び純資産合計 53,980,933,510

貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：一般会計等 （単位：円）

    その他 -

純行政コスト 13,030,505,633

    その他 -

  臨時利益 12,281,117

    資産売却益 12,281,117

    資産除売却損 19,718,682

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 13,019,511,628

  臨時損失 23,275,122

    災害復旧事業費 3,556,440

  経常収益 467,469,820

    使用料及び手数料 214,646,214

    その他 252,823,606

      社会保障給付 2,063,049,133

      他会計への繰出金 1,178,291,690

      その他 10,705,416

        その他 71,663,524

    移転費用 5,681,538,341

      補助金等 2,429,492,102

      その他の業務費用 160,863,922

        支払利息 77,083,991

        徴収不能引当金繰入額 12,116,407

        維持補修費 490,172,469

        減価償却費 1,792,692,274

        その他 -

        その他 65,399,998

      物件費等 5,468,747,260

        物件費 3,185,882,517

        職員給与費 1,783,691,578

        賞与等引当金繰入額 125,747,258

        退職手当引当金繰入額 200,993,091

  経常費用 13,486,981,448

    業務費用 7,805,443,107

      人件費 2,175,831,925

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



【様式第3号】

会計：一般会計等 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 42,346,418,763 54,355,849,376 -12,009,430,613

  純行政コスト（△） -13,030,505,633 -13,030,505,633

  財源 11,785,724,098 11,785,724,098

    税収等 8,209,218,765 8,209,218,765

    国県等補助金 3,576,505,333 3,576,505,333

  本年度差額 -1,244,781,535 -1,244,781,535

  固定資産等の変動（内部変動） -982,565,376 982,565,376

    有形固定資産等の増加 965,299,281 -965,299,281

    有形固定資産等の減少 -1,853,159,684 1,853,159,684

    貸付金・基金等の増加 896,069,847 -896,069,847

    貸付金・基金等の減少 -990,774,820 990,774,820

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -153,454,216 -153,454,216

  その他 -184,767,705 308 -184,768,013

  本年度純資産変動額 -1,583,003,456 -1,136,019,284 -446,984,172

本年度末純資産残高 40,763,415,307 53,219,830,092 -12,456,414,785

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



【様式第4号】

会計：一般会計等 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 381,553,693

本年度歳計外現金増減額 22,256,458

本年度末歳計外現金残高 403,810,151

本年度末現金預金残高 727,156,673

    その他の収入 -

財務活動収支 298,970,707

本年度資金収支額 11,283,897

前年度末資金残高 312,062,625

本年度末資金残高 323,346,522

  財務活動支出 672,877,293

    地方債償還支出 669,773,055

    その他の支出 3,104,238

  財務活動収入 971,848,000

    地方債発行収入 971,848,000

    貸付金元金回収収入 215,000,000

    資産売却収入 53,029,845

    その他の収入 -

投資活動収支 -275,843,032

【財務活動収支】

    貸付金支出 215,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,401,544,710

    国県等補助金収入 545,350,000

    基金取崩収入 588,164,865

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,677,387,742

    公共施設等整備費支出 965,299,281

    基金積立金支出 492,101,706

    投資及び出資金支出 4,986,755

  臨時支出 3,556,440

    災害復旧事業費支出 3,556,440

    その他の支出 -

  臨時収入 4,892,630

業務活動収支 -11,843,778

  業務収入 11,692,229,588

    税収等収入 8,200,254,777

    国県等補助金収入 3,026,262,703

    使用料及び手数料収入 215,399,804

    その他の収入 250,312,304

    移転費用支出 5,681,538,341

      補助金等支出 2,429,492,102

      社会保障給付支出 2,063,049,133

      他会計への繰出支出 1,178,291,690

      その他の支出 10,705,416

    業務費用支出 6,023,871,215

      人件費支出 2,199,641,444

      物件費等支出 3,676,054,986

      支払利息支出 77,083,991

      その他の支出 71,090,794

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 11,705,409,556



【様式第1号】

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 67,455,970,388   固定負債 20,406,035,229

    有形固定資産 62,588,896,324     地方債等 16,885,937,953

      事業用資産 18,860,531,801     長期未払金 -

        土地 7,675,223,898     退職手当引当金 1,954,731,907

        立木竹 103,789,196     損失補償等引当金 -

        建物 24,895,509,499     その他 1,565,365,369

        建物減価償却累計額 -14,925,054,659   流動負債 1,940,641,750

        工作物 3,804,119,927     １年内償還予定地方債等 1,356,780,148

        工作物減価償却累計額 -2,940,026,034     未払金 12,377,326

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 12,023

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 143,552,219

        航空機 -     預り金 403,810,151

        航空機減価償却累計額 -     その他 24,109,883

        その他 7,203,000 負債合計 22,346,676,979

        その他減価償却累計額 -6,042,916 【純資産の部】

        建設仮勘定 245,809,890   固定資産等形成分 68,894,129,056

      インフラ資産 42,890,428,070   余剰分（不足分） -20,799,962,293

        土地 3,335,766,015   他団体出資等分 -

        建物 2,779,170,852

        建物減価償却累計額 -1,554,947,573

        工作物 80,688,380,044

        工作物減価償却累計額 -43,559,461,428

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,201,520,160

      物品 4,867,783,676

      物品減価償却累計額 -4,029,847,223

    無形固定資産 2,558,519,931

      ソフトウェア 13,932,109

      その他 2,544,587,822

    投資その他の資産 2,308,554,133

      投資及び出資金 241,735,155

        有価証券 50,000

        出資金 238,525,155

        その他 3,160,000

      長期延滞債権 321,637,038

      長期貸付金 -

      基金 1,766,092,288

        減債基金 190,320,960

        その他 1,575,771,328

      その他 -

      徴収不能引当金 -20,910,348

  流動資産 2,984,873,354

    現金預金 1,441,682,026

    未収金 112,034,054

    短期貸付金 -

    基金 1,438,158,668

      財政調整基金 1,431,709,668

      減債基金 6,449,000

    棚卸資産 299,420

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,300,814

  繰延資産 - 純資産合計 48,094,166,763

資産合計 70,440,843,742 負債及び純資産合計 70,440,843,742

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 12,281,117

    その他 -

純行政コスト 17,302,568,481

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 12,281,117

  臨時損失 24,402,039

    災害復旧事業費 3,556,440

    資産除売却損 20,845,599

    使用料及び手数料 831,537,389

    その他 269,940,032

純経常行政コスト 17,290,447,559

      社会保障給付 2,063,049,133

      その他 11,965,016

  経常収益 1,101,477,421

        その他 138,704,101

    移転費用 9,101,564,772

      補助金等 7,026,550,623

      その他の業務費用 414,475,883

        支払利息 247,560,620

        徴収不能引当金繰入額 28,211,162

        維持補修費 518,499,864

        減価償却費 2,432,376,442

        その他 -

        その他 72,698,524

      物件費等 6,486,686,622

        物件費 3,535,810,316

        職員給与費 1,955,443,869

        賞与等引当金繰入額 142,784,219

        退職手当引当金繰入額 218,271,091

  経常費用 18,391,924,980

    業務費用 9,290,360,208

      人件費 2,389,197,703

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



【様式第3号】

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 49,170,266,350 70,263,275,566 -21,093,009,216 -

  純行政コスト（△） -17,302,568,481 -17,302,568,481 -

  財源 16,327,308,660 16,327,308,660 -

    税収等 11,441,530,738 11,441,530,738 -

    国県等補助金 4,885,777,922 4,885,777,922 -

  本年度差額 -975,259,821 -975,259,821 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,215,692,602 1,215,692,602

    有形固定資産等の増加 1,395,098,377 -1,395,098,377

    有形固定資産等の減少 -2,493,970,769 2,493,970,769

    貸付金・基金等の増加 1,136,616,112 -1,136,616,112

    貸付金・基金等の減少 -1,253,436,322 1,253,436,322

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -153,454,216 -153,454,216

  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 52,614,450 308 52,614,142

  本年度純資産変動額 -1,076,099,587 -1,369,146,510 293,046,923 -

本年度末純資産残高 48,094,166,763 68,894,129,056 -20,799,962,293 -

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



【様式第4号】

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 381,553,693

本年度歳計外現金増減額 22,256,458

本年度末歳計外現金残高 403,810,151

本年度末現金預金残高 1,441,682,026

財務活動収支 -161,982,277

本年度資金収支額 62,527,908

前年度末資金残高 975,343,967

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 1,037,871,875

    地方債等償還支出 1,319,790,538

    その他の支出 131,126,494

  財務活動収入 1,288,934,755

    地方債等発行収入 1,283,948,000

    その他の収入 4,986,755

    資産売却収入 53,029,845

    その他の収入 2,120,000

投資活動収支 -698,535,373

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,450,917,032

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,403,664,710

    国県等補助金収入 545,350,000

    基金取崩収入 588,164,865

    貸付金元金回収収入 215,000,000

  投資活動支出 2,102,200,083

    公共施設等整備費支出 1,395,098,377

    基金積立金支出 492,101,706

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 215,000,000

    災害復旧事業費支出 3,556,440

    その他の支出 -

  臨時収入 4,892,630

業務活動収支 923,045,558

【投資活動収支】

    税収等収入 11,423,200,775

    国県等補助金収入 4,335,535,292

    使用料及び手数料収入 828,367,464

    その他の収入 267,281,024

  臨時支出 3,556,440

    移転費用支出 9,101,564,772

      補助金等支出 7,026,550,623

      社会保障給付支出 2,063,049,133

      その他の支出 11,965,016

  業務収入 16,854,384,555

    業務費用支出 6,831,110,415

      人件費支出 2,398,389,798

      物件費等支出 4,055,280,838

      支払利息支出 247,560,620

      その他の支出 129,879,159

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 15,932,675,187



【様式第1号】

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 71,034,773,206   固定負債 21,983,678,587

    有形固定資産 65,706,099,637     地方債等 18,232,157,035

      事業用資産 21,745,730,797     長期未払金 -

        土地 7,845,016,639     退職手当引当金 2,186,156,183

        立木竹 103,789,196     損失補償等引当金 -

        建物 29,249,319,114     その他 1,565,365,369

        建物減価償却累計額 -16,828,998,936   流動負債 2,081,796,823

        工作物 4,146,560,351     １年内償還予定地方債等 1,470,339,118

        工作物減価償却累計額 -3,118,008,890     未払金 14,614,839

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 12,023

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 168,213,086

        航空機 -     預り金 404,507,874

        航空機減価償却累計額 -     その他 24,109,883

        その他 7,203,000 負債合計 24,065,475,410

        その他減価償却累計額 -6,042,916 【純資産の部】

        建設仮勘定 346,893,239   固定資産等形成分 72,641,223,546

      インフラ資産 42,890,428,070   余剰分（不足分） -22,017,412,878

        土地 3,335,766,015   他団体出資等分 -

        建物 2,779,170,852

        建物減価償却累計額 -1,554,947,573

        工作物 80,688,380,044

        工作物減価償却累計額 -43,559,461,428

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 1,201,520,160

      物品 5,306,729,400

      物品減価償却累計額 -4,236,788,630

    無形固定資産 2,561,868,270

      ソフトウェア 17,280,448

      その他 2,544,587,822

    投資その他の資産 2,766,805,299

      投資及び出資金 225,235,155

        有価証券 50,000

        出資金 222,025,155

        その他 3,160,000

      長期延滞債権 334,279,571

      長期貸付金 -

      基金 2,199,700,910

        減債基金 190,320,960

        その他 2,009,379,950

      その他 31,767,801

      徴収不能引当金 -24,178,138

  流動資産 3,654,512,872

    現金預金 1,935,433,337

    未収金 119,637,814

    短期貸付金 -

    基金 1,606,450,340

      財政調整基金 1,600,001,340

      減債基金 6,449,000

    棚卸資産 299,420

    その他 -

    徴収不能引当金 -7,308,039

  繰延資産 - 純資産合計 50,623,810,668

資産合計 74,689,286,078 負債及び純資産合計 74,689,286,078

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

会計：連結会計 （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 25,283,981,802

    業務費用 10,485,044,917

      人件費 2,760,526,255

        職員給与費 2,260,831,679

        賞与等引当金繰入額 167,445,086

        退職手当引当金繰入額 250,500,371

        その他 81,749,119

      物件費等 7,100,432,545

        物件費 3,903,831,184

        維持補修費 578,167,516

        減価償却費 2,618,433,845

        その他 -

      その他の業務費用 624,086,117

        支払利息 252,779,339

        徴収不能引当金繰入額 31,486,177

        その他 339,820,601

    移転費用 14,798,936,885

      補助金等 12,687,698,827

      社会保障給付 2,063,049,133

      その他 48,188,925

  経常収益 1,185,428,581

    使用料及び手数料 851,595,895

    その他 333,832,686

純経常行政コスト 24,098,553,221

  臨時損失 24,402,040

    災害復旧事業費 3,556,440

    資産除売却損 20,845,600

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 12,281,117

    資産売却益 12,281,117

    その他 -

純行政コスト 24,110,674,144



【様式第3号】

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 51,855,779,942 74,521,595,248 -22,665,815,306 -

  純行政コスト（△） -24,110,674,144 -24,110,674,144 -

  財源 23,052,151,745 23,052,151,745 -

    税収等 14,845,843,588 14,845,843,588 -

    国県等補助金 8,206,308,157 8,206,308,157 -

  本年度差額 -1,058,522,399 -1,058,522,399 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,429,154,307 1,429,154,307

    有形固定資産等の増加 1,530,907,733 -1,530,907,733

    有形固定資産等の減少 -2,680,028,172 2,680,028,172

    貸付金・基金等の増加 1,268,081,350 -1,268,081,350

    貸付金・基金等の減少 -1,548,115,218 1,548,115,218

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -153,456,500 -153,456,500

  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 -89,104,825 -314,265,347 225,160,522 -

  その他 69,114,450 16,504,452 52,609,998

  本年度純資産変動額 -1,231,969,274 -1,880,371,702 648,402,428 -

本年度末純資産残高 50,623,810,668 72,641,223,546 -22,017,412,878 -

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



【様式第4号】

会計：連結会計 （単位：円）

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 22,626,004,615

    業務費用支出 7,827,067,730

      人件費支出 2,762,750,996

      物件費等支出 4,482,337,940

      支払利息支出 252,779,339

      その他の支出 329,199,455

    移転費用支出 14,798,936,885

      補助金等支出 12,687,698,827

      社会保障給付支出 2,063,049,133

      その他の支出 48,188,925

  業務収入 23,656,136,702

    税収等収入 14,822,397,064

    国県等補助金収入 7,654,409,038

    使用料及び手数料収入 848,259,049

    その他の収入 331,071,551

  臨時支出 3,556,440

    災害復旧事業費支出 3,556,440

    その他の支出 -

  臨時収入 4,892,630

業務活動収支 1,031,468,277

【投資活動収支】

  投資活動支出 2,353,395,593

    公共施設等整備費支出 1,530,907,733

    基金積立金支出 607,487,860

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 215,000,000

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,677,041,185

    国県等補助金収入 547,006,489

    基金取崩収入 859,884,851

    貸付金元金回収収入 215,000,000

    資産売却収入 53,029,845

    その他の収入 2,120,000

投資活動収支 -676,354,408

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,508,812,416

    地方債等償還支出 1,375,210,852

    その他の支出 133,601,564

  財務活動収入 1,294,007,388

    地方債等発行収入 1,289,020,633

    その他の収入 4,986,755

前年度末歳計外現金残高 381,888,976

本年度歳計外現金増減額 22,294,742

本年度末歳計外現金残高 404,183,718

本年度末現金預金残高 1,935,433,337

財務活動収支 -214,805,028

本年度資金収支額 140,308,841

前年度末資金残高 1,392,496,481

比例連結割合変更に伴う差額 -1,555,703

本年度末資金残高 1,531,249,619


