
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 － 【負債の部】 －

　固定資産 167,840,565,945 　固定負債 53,755,960,323

　　有形固定資産 160,265,223,631 　　地方債等 45,363,589,135

　　　事業用資産 87,630,509,308 　　長期未払金 －

　　　　土地 38,876,054,180 　　退職手当引当金 4,437,339,257

　　　　立木竹 185,258,514 　　損失補償等引当金 －

　　　　建物 98,308,524,834 　　その他 3,955,031,930

　　　　建物減価償却累計額 △52,654,791,915 　流動負債 6,415,366,600

　　　　工作物 8,979,075,046 　　1年内償還予定地方債等 4,336,046,338

　　　　工作物減価償却累計額 △7,312,221,419 　　未払金 476,566,975

　　　　船舶 2,445,888 　　未払費用 12,096,078

　　　　船舶減価償却累計額 △1,026,800 　　前受金 4,396,925

　　　　浮標等 － 　　前受収益 －

　　　　浮標等減価償却累計額 － 　　賞与等引当金 420,679,271

　　　　航空機 － 　　預り金 1,163,469,789

　　　　航空機減価償却累計額 － 　　その他 2,111,224

　　　　その他 16,122,470 負債合計 60,171,326,923

　　　　その他減価償却累計額 △1,507,224 【純資産の部】 －

　　　　建設仮勘定 1,232,575,734 　固定資産等形成分 170,043,289,682

　　　インフラ資産 70,401,114,258 　余剰分（不足分） △53,414,573,038

　　　　土地 4,824,057,586 　他団体出資等分 304,483,339

　　　　建物 339,763,251

　　　　建物減価償却累計額 △156,437,766

　　　　工作物 114,407,881,706

　　　　工作物減価償却累計額 △49,629,620,345

　　　　その他 －

　　　　その他減価償却累計額 －

　　　　建設仮勘定 615,469,826

　　　物品 5,784,260,414

　　　物品減価償却累計額 △3,550,660,349

　　無形固定資産 229,832,436

　　　ソフトウェア 45,329,136

　　　その他 184,503,300

　　投資その他の資産 7,345,509,878

　　　投資及び出資金 932,824,942

　　　　有価証券 339,333,183

　　　　出資金 593,491,759

　　　　その他 －

　　　投資損失引当金 －

　　　長期延滞債権 1,237,405,467

　　　長期貸付金 350,000,000

　　　基金 5,088,180,345

　　　　減債基金 80,895,451

　　　　その他 5,007,284,894

　　　その他 7,950,000

　　　徴収不能引当金 △270,850,876

　流動資産 9,263,960,961

　　現金預金 6,079,804,983

　　未収金 643,612,078

　　短期貸付金 －

　　基金 2,472,388,572

　　　財政調整基金 2,472,388,572

　　　減債基金 －

　　棚卸資産 20,418,961

　　その他 74,904,171

　　徴収不能引当金 △27,167,804

　繰延資産 － 純資産合計 116,933,199,983

資産合計 177,104,526,906 負債・純資産合計 177,104,526,906

連結

連結貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）



連結

（単位：円）

科目 金額

経常費用 62,770,809,607

　業務費用 23,381,722,530

　　人件費 6,891,492,940

　　　職員給与費 4,787,340,363

　　　賞与等引当金繰入額 416,761,014

　　　退職手当引当金繰入額 778,532,585

　　　その他 908,858,977

　　物件費等 12,290,827,773

　　　物件費 7,181,245,141

　　　維持補修費 434,220,136

　　　減価償却費 4,632,707,782

　　　その他 42,654,714

　　その他の業務費用 4,199,401,817

　　　支払利息 395,210,718

　　　徴収不能引当金繰入額 115,172,845

　　　その他 3,689,018,254

　移転費用 39,389,087,077

　　補助金等 31,604,198,714

　　社会保障給付 6,083,589,922

　　他会計への繰出金 1,165,738,691

　　その他 535,559,750

経常収益 6,985,184,850

　使用料及び手数料 2,491,292,654

　その他 4,493,892,196

純経常行政コスト 55,785,624,756

臨時損失 787,396,555

　災害復旧事業費 －

　資産除売却損 445,795,695

　投資損失引当金繰入額 －

　損失補償等引当金繰入額 －

　その他 341,600,860

臨時利益 32,060,833

　資産売却益 9,109,374

　その他 22,951,459

純行政コスト 56,540,960,479

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



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 118,446,640,246 170,995,454,108 △52,548,813,862 －

　純行政コスト（△） △56,540,960,478 △56,540,960,478 －

　財源 54,547,214,951 54,547,214,951 －

　　税収等 37,692,963,355 37,692,963,355 －

　　国県等補助金 16,854,251,596 16,854,251,596 －

　本年度差額 △1,993,745,528 △1,993,745,528 －

　固定資産等の変動（内部変動） △1,119,858,755 1,119,858,755

　　有形固定資産等の増加 7,298,004,219 △7,298,004,219

　　有形固定資産等の減少 △7,566,118,752 7,566,118,752

　　貸付金・基金等の増加 2,270,402,599 △2,270,402,599

　　貸付金・基金等の減少 △3,122,146,820 3,122,146,820

　資産評価差額 25,931,220 25,931,220 －

　無償所管換等 79,016,056 79,016,056 －

　他団体出資等分の増加 304,483,339 － － 304,483,339

　他団体出資等分の減少 － － － －

　比例連結割合変更に伴う差額 64,305,280 87,240,739 △22,935,459 －

　その他 △59,364 △29,682 △29,682

　本年度純資産変動額 △1,513,440,262 △952,164,425 △865,759,176 304,483,339

本年度末純資産残高 116,933,199,984 170,043,289,682 △53,414,573,038 304,483,339

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

（単位：円）


