
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 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
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

-

△ 2,149,030

56,286

4,995,304,107
-

4,995,304,107

22,217,750
-

1,634,490,983

3,076

3,045,395,354
1,389,551,143

資産合計 負債及び純資産合計 25,362,840,050

934,490,983
700,000,000

276,375

-

25,362,840,050

△ 1,197,183

純資産合計 7,037,231,872

34,453,194

16,940,958
16,841,104

99,854

718,680,300
1,293,413,482

△ 1,068,909,494

5,149,262,499
121,651,152

3,236,152
118,415,000

-
-

△ 4,209,491,449
-
-

92,612,008
△ 31,066,457
9,487,937,112

304,869,602 23,951,935,679
6,262,825,519 △ 16,914,703,807

204,154,005 -

- 6,652,420
- 負債合計 18,325,608,178

△ 4,601,952

- -
- 106,437,130
- 21,330,792

△ 1,945,354,248 3,365,852
1,042,378 19,571,320

- -

19,592,287,255 19,025,381
△ 13,661,665,607 1,762,033,146

3,355,421,900 1,604,675,632

10,663,911,732 -
1,709,136,904 1,041,926,308
1,312,775,500 -

22,317,444,696 16,563,575,032
17,151,241,239 15,502,623,343

【様式第１号】

連結貸借対照表
(平成30年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

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 13,263,662,120

4,070,475

13,213,422,760

27,741,901

2,282

-

26,565,652

4,070,475

-

54,309,835

-

3,387,026,748

89,406,828

2,070,669,398

388,302,690

1,682,366,708

4,958,015,455

120,450,183

4,786,282,907

2,617,466,524

1,413,878,371

751,620,746

3,317,266

253,473,743

125,272,658

2,006,418

126,194,667

8,434,449,031

4,392,306

【様式第２号】

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 金額

15,284,092,158

6,849,643,127

1,809,886,477

1,578,606,858

106,437,130



（単位：円）

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 21,993,807,215 △ 16,930,830,819 -

純行政コスト（△） △ 13,263,662,120

財源 14,413,750,272 -

税収等 8,929,076,871

国県等補助金 5,484,673,401

本年度差額 1,150,088,152 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,065,990,183 △ 1,065,990,183

有形固定資産等の増加 1,783,259,650 △ 1,783,259,650

有形固定資産等の減少 △ 751,623,028 751,623,028

貸付金・基金等の増加 240,920,898 △ 240,920,898

貸付金・基金等の減少 △ 206,567,337 206,567,337

資産評価差額 △ 752,060

無償所管換等 865,376,801

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 △ 3,480,232 △ 16,693,040 -

その他 20,993,772 △ 41,277,917

本年度純資産変動額 1,948,128,464 26,127,012 -

本年度末純資産残高 23,941,935,679 △ 16,904,703,807 -

1,150,088,152

-

-

△ 20,284,145

1,974,255,476

7,037,231,872

865,376,801

△ 20,173,272

【様式第３号】

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

科目 合計

△ 752,060

5,062,976,396

△ 13,263,662,120

14,413,750,272

8,929,076,871

5,484,673,401



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

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
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
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
国県等補助金収入
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
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

前年度末資金残高 1,187,841,332

本年度末資金残高 1,368,305,188

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

966,031,389

4,173,480
2,106,400,000
2,106,400,000

-

-
-

84,482,000

1,616,750,080
1,612,576,600

145,680,602

193,984,346
3,650,000

-
2,282

1,968,725,622
1,771,088,994

1,389,551,143
21,245,955
△ 795,804
22,041,759

489,649,920
202,945,912

△ 1,252,735,397

715,990,225
485,827,623

△ 22,482,056

8,837,862,113
3,537,982,741

386,744,169
1,292,839,690

29,287,052

8,434,449,031
4,958,015,456
3,387,026,747

89,406,828
14,055,428,713

1,545,151
1,466,527,143

125,272,658

【様式第４号】

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

14,526,637,415
6,092,188,384
1,805,218,564
4,035,646,895

27,741,901

126,050,267


