
【様式第1号】

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,849,504   固定負債 1,188,427

    有形固定資産 2,539,582     地方債等 670,049

      事業用資産 858,362     長期未払金 423

        土地 451,409     退職手当引当金 148,272

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 644

        立木竹 10,382     その他 369,039

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 142,227

        建物 488,683     １年内償還予定地方債等 100,750

        建物減価償却累計額 -218,263     未払金 16,267

        建物減損損失累計額 -     未払費用 149

        工作物 120,014     前受金 2,243

        工作物減価償却累計額 -65,701     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 16,614

        船舶 1,781     預り金 5,065

        船舶減価償却累計額 -1,697     その他 1,139

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,330,655

        浮標等 122 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -39   固定資産等形成分 2,873,822

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,248,509

        航空機 -   他団体出資等分 3,144

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 7,870

        その他減価償却累計額 -38

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 63,836

      インフラ資産 1,615,820

        土地 595,475

        土地減損損失累計額 -

        建物 104,929

        建物減価償却累計額 -62,258

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,988,932

        工作物減価償却累計額 -1,056,899

        工作物減損損失累計額 -

        その他 219

        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 45,421

      物品 235,045

      物品減価償却累計額 -169,644

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 135,247

      ソフトウェア 774

      その他 134,473

    投資その他の資産 174,675

      投資及び出資金 34,539

        有価証券 15,805

        出資金 18,733

        その他 -

      投資損失引当金 -

      長期延滞債権 6,631

      長期貸付金 2,402

      基金 129,115

        減債基金 26,393

        その他 102,722

      その他 2,614

      徴収不能引当金 -626

  流動資産 109,608

    現金預金 53,930

    未収金 19,515

    短期貸付金 1,334

    基金 22,984

      財政調整基金 22,984

      減債基金 -

    棚卸資産 11,546

    その他 1,599

    徴収不能引当金 -1,301

  繰延資産 - 純資産合計 1,628,457

資産合計 2,959,112 負債及び純資産合計 2,959,112

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：百万円）

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 708,169

    業務費用 440,794

      人件費 238,229

        職員給与費 204,422

        賞与等引当金繰入額 16,593

        退職手当引当金繰入額 2,929

        その他 14,286

      物件費等 167,397

        物件費 81,454

        維持補修費 17,788

        減価償却費 62,865

        その他 5,290

      その他の業務費用 35,168

        支払利息 6,668

        徴収不能引当金繰入額 272

        その他 28,228

    移転費用 267,375

      補助金等 232,358

      社会保障給付 31,135

      他会計への繰出金 -

      その他 3,882

  経常収益 109,723

    使用料及び手数料 86,314

    その他 23,409

純経常行政コスト 598,446

  臨時損失 4,266

    災害復旧事業費 834

    資産除売却損 977

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 69

    その他 1,395

純行政コスト 599,323

    その他 2,386

  臨時利益 3,389

    資産売却益 1,994



【様式第3号】

会計：連結会計 （単位：百万円）

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 1,754,630 3,008,724 -1,251,764 -2,330

  純行政コスト（△） -599,323 -598,934 -389

  財源 632,404 631,996 408

    税収等 404,013 403,951 63

    国県等補助金 228,391 228,045 345

  本年度差額 33,082 33,063 19

  固定資産等の変動（内部変動） 25,514 -25,514

    有形固定資産等の増加 99,602 -99,602

    有形固定資産等の減少 -69,595 69,595

    貸付金・基金等の増加 53,746 -53,746

    貸付金・基金等の減少 -58,240 58,240

  資産評価差額 811 811

  無償所管換等 -157,859 -157,859

  他団体出資等分の増加 -5,455 5,455

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 -162 537 -699 -

  その他 -2,044 -3,905 1,860

  本年度純資産変動額 -126,173 -134,902 3,255 5,474

本年度末純資産残高 1,628,457 2,873,822 -1,248,509 3,144

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：百万円）

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 647,271

    業務費用支出 381,638

      人件費支出 235,506

      物件費等支出 103,162

      支払利息支出 6,683

      その他の支出 36,286

    移転費用支出 265,633

      補助金等支出 230,504

      社会保障給付支出 31,135

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 3,994

  業務収入 687,632

    税収等収入 403,361

    国県等補助金収入 164,670

    使用料及び手数料収入 86,407

    その他の収入 33,195

  臨時支出 2,520

    災害復旧事業費支出 834

    その他の支出 1,686

  臨時収入 1,147

業務活動収支 38,988

【投資活動収支】

  投資活動支出 136,063

    公共施設等整備費支出 99,571

    基金積立金支出 17,011

    投資及び出資金支出 5,823

    貸付金支出 13,647

    その他の支出 9

  投資活動収入 104,281

    国県等補助金収入 59,746

    基金取崩収入 22,937

    貸付金元金回収収入 14,537

    資産売却収入 4,951

    その他の収入 2,110

投資活動収支 -31,782

【財務活動収支】

  財務活動支出 115,589

    地方債等償還支出 113,370

    その他の支出 2,219

  財務活動収入 92,274

    地方債等発行収入 85,643

    その他の収入 6,631

財務活動収支 -23,315

本年度資金収支額 -16,109

前年度末資金残高 66,012

比例連結割合変更に伴う差額 77

本年度末資金残高 49,980

前年度末歳計外現金残高 3,617

本年度歳計外現金増減額 333

本年度末歳計外現金残高 3,951

本年度末現金預金残高 53,930


