
（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

52,832,600

△ 655,333

5,091,808

4,477,688,663
-

4,477,688,663

83,842,602
2,230,428

3,358,783,943

10,190

4,559,932,875
1,106,659,219

資産合計 負債及び純資産合計 119,862,974,438

3,038,409,943
320,374,000

3,498,415

-

119,862,974,438

△ 173,540

純資産合計 107,982,396,449

41,614,037

1,079,018
630,000
449,018

918,000
1,275,726,872

△ 1,141,372,769

4,695,674,441
124,184,284

5,478,679
118,705,605

-
-

△ 23,833,641,146
-
-

3,610,156,541
△ 1,493,549,233
120,553,167,949

4,800,000 118,664,055,934
99,072,892,838 △ 10,686,309,485

235,840,727 4,650,000

- 9,236,822
- 負債合計 11,880,577,989
-

- -
- 144,615,149
- 43,471,807

△ 532,212,971 48,681,208
- -
- 12,000

19,757,127,330 15,511,450
△ 13,991,955,944 1,472,553,684

1,151,711,198 1,226,536,698

11,399,041,163 -
2,139,874,180 635,031,631
2,869,697,370 -

115,303,041,563 10,408,024,305
110,606,288,104 9,757,481,224

【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 11,993,760,966

10,623,373

11,243,959,396

464,719,036

289,876,095

-

2,882,210

10,623,373

-

760,424,943

2,947,602

395,904,000

30,285,431

1,393,926,052

554,046,265

839,879,787

4,261,353,239

271,052,124

5,739,568,139

2,131,113,841

567,815,420

2,942,348,418

98,290,460

346,896,539

90,697,522

7,738,676

248,460,341

4,687,542,670

13,959

【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

12,637,885,448

7,950,342,778

1,863,878,100

1,450,274,853

142,537,164



（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 120,569,146,096 △ 11,028,617,386 4,650,000

純行政コスト（△） △ 11,993,760,966

財源 9,860,596,513 -

税収等 6,963,032,440

国県等補助金 2,897,564,073

本年度差額 △ 2,133,164,453 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 2,624,987,378 2,624,987,378

有形固定資産等の増加 1,039,208,491 △ 1,039,208,491

有形固定資産等の減少 △ 3,360,534,303 3,360,534,303

貸付金・基金等の増加 281,753,355 △ 281,753,355

貸付金・基金等の減少 △ 585,414,921 585,414,921

資産評価差額 4,242,479

無償所管換等 347,503,482

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 △ 42,841,305 49,039,614 -

その他 410,992,560 △ 198,554,638

本年度純資産変動額 △ 1,905,090,162 342,307,901 -

本年度末純資産残高 118,664,055,934 △ 10,686,309,485 4,650,000

△ 2,133,164,453

-

-

212,437,922

△ 1,562,782,261

107,982,396,449

347,503,482

6,198,309

【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

4,242,479

109,545,178,710

△ 11,993,760,966

9,860,596,513

6,963,032,440

2,897,564,073



（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 1,006,145,274

本年度末資金残高 1,065,675,055

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

139,161,342

-
908,343,000
888,162,000
20,181,000

-
-

46,547

1,294,284,042
1,294,284,042

556,398,639

238,501,240
-
-

5,951

1,134,901,955
896,394,764

1,106,659,219
40,984,164

△ 3,751,073
44,735,237

△ 385,941,042
58,578,531

305,358,231

1,440,260,186
883,815,000

951,250

6,967,349,289
1,873,270,553

555,466,553
708,815,159
464,996,850

4,688,047,203
4,261,857,772

395,904,000
30,285,431

10,104,901,554

277,814
155,835,751

90,697,522

【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

9,656,579,113
4,968,531,910
1,831,774,480
2,797,874,143

464,719,036

248,185,765


