
（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

51,573,101,427 10,790,557,212
50,342,937,517 9,381,561,301

【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

16,761,215,360 204,206,781
△ 8,988,973,942 1,505,110,614

1,002,128,278 941,115,481

12,137,801,844 30,046,000
3,418,605,678 1,172,940,130

512,797,100 1,803,000

- -
- 93,731,559
- 26,298,434

△ 574,051,030 26,829,455
- 178,188,000
- 149,155,238

6,080,400 54,077,506,535
37,624,261,741 △ 11,775,860,632

747,036,536 -

- 89,792,447
- 負債合計 12,295,667,826
-

△ 76,814,192,234
-
-

44,005,894
△ 26,368,279

113,530,152,077

93,475,669

33,313
-

33,313

143,627,747
1,706,990,983

△ 1,126,117,051

1,230,130,597
143,142,295
53,182,807
89,959,488

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 54,597,313,729

687,845,811
1,747,979,297

11,853,959

-

54,597,313,729

△ 5,016,423

純資産合計 42,301,645,903

76,140,000

△ 8,920,194

3,248,715

926,292,827
-

926,292,827

88,136,367
68,580,000

2,435,825,108

-

3,024,212,302
421,584,576



（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

13,039,130

【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

11,250,457,296

5,847,519,412

1,638,241,491

1,409,381,031

93,731,559

3,194,380,932

122,089,771

4,033,670,783

1,070,242,669

482,393,825

2,435,751,338

45,282,951

175,607,138

71,093,518

13,104,926

91,408,694

5,402,937,884

2,204,313,862

4,243,090

1,056,010,252

259,333,072

796,677,180

10,193,800,202

47,584,345

10,194,447,044

17,017,713

8,304,330

-

21,615,460

47,584,345

-

46,937,503

-



（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 56,505,324,690 △ 11,498,264,916 -

純行政コスト（△） △ 10,193,800,202

財源 8,717,193,653 -

税収等 6,052,803,892

国県等補助金 2,664,389,761

本年度差額 △ 1,476,606,549 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,626,628,640 1,626,628,640

有形固定資産等の増加 836,325,710 △ 836,325,710

有形固定資産等の減少 △ 2,462,802,889 2,462,802,889

貸付金・基金等の増加 339,125,306 △ 339,125,306

貸付金・基金等の減少 △ 339,276,767 339,276,767

資産評価差額 △ 99,617

無償所管換等 △ 88,537,827

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 △ 44,335,856 △ 29,157,236 -

その他 △ 668,216,215 △ 398,460,571

本年度純資産変動額 △ 2,427,818,155 △ 277,595,716 -

本年度末純資産残高 54,077,506,535 △ 11,775,860,632 -

△ 73,493,092

【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

△ 99,617

45,007,059,774

△ 10,193,800,202

8,717,193,653

6,052,803,892

2,664,389,761

△ 1,476,606,549

-

-

△ 1,066,676,786

△ 2,705,413,871

42,301,645,903

△ 88,537,827



（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

15,196,363
326,558,370

71,093,518

【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

8,930,255,093
3,527,317,210
1,625,735,627
1,721,965,839

23,151,033

108,522,226
5,402,937,883
3,194,380,932
2,204,313,861

4,243,090
9,260,126,855
6,056,577,714
2,305,120,761

254,464,906
643,963,474
38,347,396

1,053,158,179
753,603,867

421,584,576
26,298,434

813,967
25,484,467

49,240,713
△ 9,298,988

△ 676,622,437

376,535,742
111,600,000

△ 25,393,176

618,082,736

61,943,876
1,065,787,760

967,900,000
97,887,760

71,352,000
181,695

21,657,954

1,016,547,047
954,603,171

171,744,093

225,584,312
250,000

73,720,000
-

前年度末資金残高 429,978,306

本年度末資金残高 395,286,142

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


