
【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 50,342,101,340   固定負債 10,833,746,096

    有形固定資産 45,773,522,453     地方債等 8,703,514,766

      事業用資産 14,990,005,090     長期未払金 -

        土地 10,872,317,900     退職手当引当金 1,458,412,951

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 671,818,379

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 1,296,275,734

        建物 13,431,279,136     １年内償還予定地方債等 911,055,617

        建物減価償却累計額 -9,496,246,492     未払金 129,977,653

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 1,444,890,904     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -1,268,512,605     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 128,487,066

        船舶 -     預り金 91,581,364

        船舶減価償却累計額 -     その他 35,174,034

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 12,130,021,830

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 52,668,546,703

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -10,016,614,421

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 6,276,247

      インフラ資産 30,301,210,073

        土地 10,505,077,393

        土地減損損失累計額 -

        建物 304,200,683

        建物減価償却累計額 -263,723,460

        建物減損損失累計額 -

        工作物 44,268,058,765

        工作物減価償却累計額 -24,537,437,308

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 25,034,000

      物品 2,068,082,607

      物品減価償却累計額 -1,585,775,317

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 1,409,175

      ソフトウェア 1,178,375

      その他 230,800

    投資その他の資産 4,567,169,712

      投資及び出資金 27,680,171

        有価証券 370,071

        出資金 27,310,100

        その他 -

      長期延滞債権 42,365,912

      長期貸付金 -

      基金 4,501,025,206

        減債基金 -

        その他 4,501,025,206

      その他 -

      徴収不能引当金 -3,901,577

  流動資産 4,439,852,772

    現金預金 2,070,637,059

    未収金 39,053,180

    短期貸付金 -

    基金 2,326,445,363

      財政調整基金 2,130,181,909

      減債基金 196,263,454

    棚卸資産 6,524,717

    その他 516,307

    徴収不能引当金 -3,323,854

  繰延資産 - 純資産合計 42,651,932,282

資産合計 54,781,954,112 負債及び純資産合計 54,781,954,112

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：円）

    資産売却益 3,580,041

    その他 998,829

純行政コスト 13,941,548,315

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 77,081

  臨時利益 4,578,870

  臨時損失 3,866,577

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 3,789,496

    使用料及び手数料 865,576,037

    その他 292,514,333

純経常行政コスト 13,942,260,608

      社会保障給付 1,167,796,645

      その他 2,437,496

  経常収益 1,158,090,370

        その他 107,373,048

    移転費用 8,739,029,975

      補助金等 7,568,795,834

      その他の業務費用 261,344,110

        支払利息 149,596,515

        徴収不能引当金繰入額 4,374,547

        維持補修費 387,152,941

        減価償却費 1,360,363,456

        その他 2,031,350

        その他 111,476,470

      物件費等 4,304,684,722

        物件費 2,555,136,975

        職員給与費 1,551,727,374

        賞与等引当金繰入額 128,483,915

        退職手当引当金繰入額 3,604,412

  経常費用 15,100,350,978

    業務費用 6,361,321,003

      人件費 1,795,292,171

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】

（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 43,232,390,223 52,175,559,375 -8,943,169,152 -

  純行政コスト（△） -13,941,548,315 -13,941,548,315 -

  財源 13,262,759,342 13,262,759,342 -

    税収等 8,729,345,468 8,729,345,468 -

    国県等補助金 4,533,413,874 4,533,413,874 -

  本年度差額 -678,788,973 -678,788,973 -

  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 87,993,031

  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 -61,999 -

  その他 10,400,000

  本年度純資産変動額 -580,457,941 492,987,328 -1,073,445,269 -

本年度末純資産残高 42,651,932,282 52,668,546,703 -10,016,614,421 -

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


