
（単位：円）

科目 金額 科目 金額
【資産の部】 【負債の部】
　固定資産 5,233,700,383       　固定負債 1,895,151,800       
　　有形固定資産 5,019,547,518       　　地方債 1,884,000,000       
　　　事業用資産 4,976,318,352       　　長期未払金 -                        
　　　　土地 474,721,174         　　退職手当引当金 11,151,800           
　　　　立木竹 -                        　　損失補償等引当金 -                        
　　　　建物 8,893,593,869       　　その他 -                        
　　　　建物減価償却累計額 -7,299,203,128     　流動負債 4,569,707            
　　　　工作物 3,230,389,693       　　1年内償還予定地方債 -                        
　　　　工作物減価償却累計額 -350,723,256        　　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 4,535,283            
　　　　航空機 -                        　　預り金 34,424                
　　　　航空機減価償却累計額 -                        　　その他 -                        
　　　　その他 -                        負債合計 1,899,721,507       
　　　　その他減価償却累計額 -                        【純資産の部】
　　　　建設仮勘定 27,540,000           　固定資産等形成分 5,406,903,673       
　　　インフラ資産 43,229,153           　余剰分（不足分） -1,789,395,704     
　　　　土地 26,528,496           　他団体出資等分 -                        
　　　　建物 1,090,800            
　　　　建物減価償却累計額 -1,090,799           
　　　　工作物 59,645,200           
　　　　工作物減価償却累計額 -42,944,544         
　　　　その他 -                        
　　　　その他減価償却累計額 -                        
　　　　建設仮勘定 -                        
　　　物品 26,256,832           
　　　物品減価償却累計額 -26,256,819         
　　無形固定資産 4,934                  
　　　ソフトウェア 4,934                  
　　　その他 -                        
　　投資その他の資産 214,147,931         
　　　投資及び出資金 -                        
　　　　有価証券 -                        
　　　　出資金 -                        
　　　　その他 -                        
　　　長期延滞債権 2,639,295            
　　　長期貸付金 -                        
　　　基金 211,727,283         
　　　　減債基金 -                        
　　　　その他 211,727,283         
　　　その他 -                        
　　　徴収不能引当金 -218,647             
　流動資産 283,529,093         
　　現金預金 108,855,821         
　　未収金 1,602,760            
　　短期貸付金 -                        
　　基金 173,203,290         
　　　財政調整基金 173,203,290         
　　　減債基金 -                        
　　棚卸資産 -                        
　　その他 -                        
　　徴収不能引当金 -132,778             
   繰延資産 -                        純資産合計 3,617,507,969       

資産合計 5,517,229,476       負債及び純資産合計 5,517,229,476       

連結貸借対照表
平成30年3月31日現在



（単位：円）

科目 金額

　経常費用 1,703,579,091                 

　　業務費用 1,658,532,216                 

　　　人件費 82,633,296                     

　　　　職員給与費 64,966,580                     

　　　　賞与等引当金繰入額 4,535,283                       

　　　　退職手当引当金繰入額 10,779,835                     

　　　　その他 2,351,598                       

　　　物件費等 1,565,806,792                 

　　　　物件費 997,028,936                   

　　　　維持補修費 244,535,553                   

　　　　減価償却費 324,242,303                   

　　　　その他 -                                  

　　　その他の業務費用 10,092,128                     

　　　　支払利息 2,604,219                       

　　　　徴収不能引当金繰入額 1,800                            

　　　　その他 7,486,109                       

　　移転費用 45,046,875                     

　　　補助金等 44,316,630                     

　　　社会保障給付 -                                  

　　　その他 730,245                         

　経常収益 200,846,134                   

　　使用料及び手数料 157,048,399                   

　　その他 43,797,735                     

純経常行政コスト 1,502,732,957                 

　臨時損失 123,209,280                   

　　災害復旧事業費 -                                  

　　資産除売却損 123,209,280                   

　　損失補償等引当金繰入額 -                                  

　　その他 -                                  

　臨時利益 -                                  

　　資産売却益 -                                  

　　その他 -                                  

純行政コスト 1,625,942,237                 

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



（単位：円）

科目 合計 固定資産 余剰分
等形成分 （不足分）

前年度末純資産残高 3,815,674,300           5,080,180,647           -1,264,506,347         -                           

　純行政コスト（△） -1,625,942,237         -1,625,942,237         -                           

　財源 1,439,081,074           1,439,081,074           -                           

　　税収等 1,438,062,074           1,438,062,074           -                           

　　国県等補助金 1,019,000                1,019,000                -                           

　本年度差額 -186,861,163           -186,861,163           -                           

　固定資産等の変動（内部変動） 319,533,238             -319,533,238           

　　有形固定資産等の増加 725,078,632             -725,078,632           

　　有形固定資産等の減少 -447,451,583           447,451,583             

　　貸付金・基金等の増加 44,156,197               -44,156,197             

　　貸付金・基金等の減少 -2,250,008               2,250,008                

　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 -                           -                           

　比例連結割合変更に伴う差額 -11,305,168             7,189,788                -18,494,956             -                           

　その他 -                           -                           -                           -                           

　本年度純資産変動額 -198,166,331           326,723,026             -524,889,357           -                           

本年度末純資産残高 3,617,507,969           5,406,903,673           -1,789,395,704         -                           

自　平成29年4月1日  

至　平成30年3月31日

連結純資産変動計算書

他団体出資等分



（単位：円）

【業務活動収支】

  業務支出 1,375,674,580            
　　業務費用支出 1,320,823,510            
　　　人件費支出 69,285,335                
　　　物件費等支出 1,241,564,489            
　　　支払利息支出 2,604,219                  
　　　その他の支出 7,369,467                  
　　移転費用支出 54,851,070                
　　　補助金等支出 44,316,630                
　　　社会保障給付支出 -                             
　　　その他の支出 10,534,440                
　業務収入 1,614,785,285            
　　税収等収入 1,438,062,074            
　　国県等補助金収入 10,022                      
　　使用料及び手数料収入 157,139,664              
　　その他の収入 19,573,525                
　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 239,110,705              
【投資活動収支】
　投資活動支出 744,781,811              
　　公共施設等整備費支出 725,078,632              
　　基金積立金支出 19,703,179                
　　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 1,008,978                  
　　国県等補助金収入 1,008,978                  
　　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 -743,772,833             
【財務活動収支】
　財務活動支出 60,145,439                
　　地方債償還支出 60,145,439                
　　その他の支出 -                             
　財務活動収入 602,200,000              
　　地方債発行収入 602,200,000              
　　その他の収入 -                             
財務活動収支 542,054,561              
本年度資金収支額 37,392,433                
前年度末資金残高 82,957,842                
比例連結割合変更に伴う差額 -11,528,878              

本年度末資金残高 108,821,397              

前年度末歳計外現金残高 12,063                      
本年度歳計外現金増減額 22,361                      
比例連結割合変更に伴う差額 -                             
本年度末歳計外現金残高 34,424                      

本年度末現金預金残高 108,855,821              

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 金額


