
（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

45,479,256,961 9,795,599,756
42,819,110,756 6,699,092,397

【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

19,746,928,217 1,501,558,666
△ 10,582,856,318 1,174,500,651

1,429,202,775 753,111,163

16,550,792,150 -
6,934,758,413 1,594,948,693

47,674,900 -

- -
- 106,623,745
- 127,355,509

△ 1,036,576,707 174,364,436
34,455,458 3,519,804

△ 33,949,561 -

11,154,973 46,315,627,211
25,119,696,643 △ 8,582,997,031

638,957,450 -

- 9,525,994
- 負債合計 10,970,100,407
-

△ 22,001,742,969
-
-

657,140,846
△ 155,581,095
45,920,267,240

96,996,405

7,416,121
7,314,201

101,920

60,655,171
2,877,253,143

△ 1,728,631,180

2,652,730,084
43,203,955
19,739,955
23,464,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 48,702,730,587

1,049,446,309
76,980,622

2,974,254

-

48,702,730,587

△ 7,603,243

純資産合計 37,732,630,180

169,401,440

△ 13,456,661

25,873,673

2,356,584,945
-

2,356,584,945

63,865,645
6,193,200

1,126,426,931

-

3,223,473,626
2,005,743,166



（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

5,839,106

【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

14,091,954,239

5,614,843,307

1,513,096,257

1,230,069,247

106,412,431

7,383,780,894

170,775,473

3,806,969,477

1,349,492,736

324,893,564

1,429,894,805

702,688,372

294,777,573

73,682,408

14,427,639

206,667,526

8,477,110,932

1,000,343,683

92,986,355

724,486,016

444,797,174

279,688,842

13,391,792,857

2,607,223

13,367,468,223

4,770,865

6,379,108

-

14,305,330

1,130,669

△ 1,476,554

25,455,303

-



（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 41,037,540,067 △ 8,723,858,921 -

純行政コスト（△） △ 13,391,792,857

財源 13,819,745,085 -

税収等 8,563,009,454

国県等補助金 5,256,735,631

本年度差額 427,952,228 -

固定資産等の変動（内部変動） 62,621,931 △ 62,621,931

有形固定資産等の増加 1,192,606,433 △ 1,192,606,433

有形固定資産等の減少 △ 1,418,407,017 1,418,407,017

貸付金・基金等の増加 1,348,655,422 △ 1,348,655,422

貸付金・基金等の減少 △ 1,060,232,907 1,060,232,907

資産評価差額 △ 5,145,794

無償所管換等 5,565,111,195

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 △ 348,078,342 △ 222,190,205 -

その他 3,578,154 △ 2,278,202

本年度純資産変動額 5,278,087,144 140,861,890 -

本年度末純資産残高 46,315,627,211 △ 8,582,997,031 -

32,313,681,146

△ 13,391,792,857

13,819,745,085

8,563,009,454

5,256,735,631

【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

37,732,630,180

5,565,111,195

△ 570,268,547

△ 5,145,794

427,952,228

-

-

1,299,952

5,418,949,034



（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

14,752,207
394,694,378

73,682,408

【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

12,657,947,651
4,180,650,872
1,532,904,111
2,368,645,996

4,770,865

205,418,357
8,477,296,779
7,383,966,741
1,000,343,683

92,986,355
12,944,861,380
8,511,128,818
3,582,935,246

445,776,180
405,021,136
19,523,072

2,427,553,096
1,138,213,975

2,005,743,166
125,681,516
124,659,940

1,021,576

△ 285,399,837
227,025,416

△ 149,659,782

2,277,893,314
1,289,226,852

201,478

662,085,035

-
892,521,000
892,521,000

-

54,078,760
4,581,018
6,519,672

1,177,920,837
1,177,920,837

923,487,012

1,228,199,133
-

49,666,000
11,473,988

前年度末資金残高 1,652,834,756

本年度末資金残高 1,880,061,650

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


