
（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

3,316,200

△ 22,301,836

53,714,054

4,654,302,264
-

4,654,302,264

175,809,570
856,800

1,370,982,502

16,496

3,952,400,859
2,363,706,726

資産合計 負債及び純資産合計 51,687,273,339

1,018,171,502
352,811,000

387,620

250,282

51,687,273,339

△ 13,056,413

純資産合計 41,104,591,190

281,985,817

335,819,657
131,125,611
204,694,046

69,474,440
3,292,164,698

△ 1,944,885,304

4,957,585,857
40,266,916
2,586,616

37,680,300
-
-

△ 19,756,604,149
-
-

422,075,865
△ 212,761,963
36,521,061,694

1,188,997,920 49,106,461,500
18,456,441,294 △ 8,001,870,310
1,413,195,407 -

- 15,738,023
- 負債合計 10,582,682,149
-

- -
- 139,900,107
- 221,062,837

△ 973,870,064 76,847,391
2,096,034 34,361,295

△ 2,038,597 2,205,063

19,614,151,978 453,992,788
△ 13,347,145,372 1,282,609,847

1,211,823,643 792,495,131

22,637,495,996 -
14,943,480,454 408,088,072

- -

47,734,622,198 9,300,072,302
42,441,216,684 8,437,991,442

【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 16,926,115,558

1,094,440

16,920,478,535

-

3,032,679

-

3,698,784

1,094,440

-

6,731,463

-

2,332,234,019

36,646,230

3,088,321,736

848,909,999

2,239,411,737

11,106,041,095

261,867,654

4,001,934,086

2,278,983,949

353,752,255

1,369,197,882

-

315,612,039

85,325,093

33,590,419

196,696,527

13,474,921,344

38,553,335

【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

20,008,800,271

6,533,878,927

2,216,332,802

1,779,628,403

136,283,410



（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 48,730,498,408 △ 10,218,097,676 -

純行政コスト（△） △ 16,926,115,558

財源 19,582,945,552 -

税収等 13,001,786,227

国県等補助金 6,581,159,325

本年度差額 2,656,829,994 -

固定資産等の変動（内部変動） 631,215,810 △ 631,215,810

有形固定資産等の増加 1,676,342,237 △ 1,676,342,237

有形固定資産等の減少 △ 1,412,132,452 1,412,132,452

貸付金・基金等の増加 515,641,798 △ 515,641,798

貸付金・基金等の減少 △ 148,635,773 148,635,773

資産評価差額 552,874

無償所管換等 △ 76,971,801

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 △ 167,676,814 191,668,772 -

その他 △ 11,156,977 △ 1,055,590

本年度純資産変動額 375,963,092 2,216,227,366 -

本年度末純資産残高 49,106,461,500 △ 8,001,870,310 -

2,656,829,994

-

-

△ 12,212,567

2,592,190,458

41,104,591,190

△ 76,971,801

23,991,958

【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

552,874

38,512,400,732

△ 16,926,115,558

19,582,945,552

13,001,786,227

6,581,159,325



（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 2,120,662,889

本年度末資金残高 2,143,714,871

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

2,120,082,280

35,507,229
729,800,000
729,800,000

-

629,500
22,678,931
10,856,837

863,271,782
827,764,553

11,360,174

413,182,400
-

330,000
2,344,800

2,076,903,368
1,661,046,168

2,363,706,726
219,991,855

△ 1,696,437
221,688,292

△ 133,471,782
9,798,572

△ 1,976,811,926

100,091,442
54,566,000

13,253,410

12,982,455,107
6,526,593,325

850,391,794
332,475,803

250,484

13,474,921,346
11,106,041,095
2,332,234,019

36,646,232
20,691,916,029

250,484
-

85,325,093

【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

18,571,583,265
5,096,661,919
2,174,284,202
2,632,986,804

-

204,065,820


