
（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

2,981,294

△ 19,792,060

15,198,481

7,542,363,180

-

7,542,363,180

139,122,866

390,073

6,516,419,419

100,272,786

8,702,139,618

1,938,492,581

資産合計 負債及び純資産合計 72,855,974,480

5,453,053,858

1,063,365,561

98,618,924

-

72,855,974,480

△ 6,102,726

純資産合計 45,803,767,243

391,829,248

90,409,578

90,139,578

270,000

320,519,880

3,941,853,506

△ 2,687,860,492

9,890,169,113

1,872,514,665

1,726,597,000

145,917,665

-

-

△ 23,544,483,250

-

-

1,883,607,627

△ 731,823,436

47,362,974,093

75,838,076 70,670,644,354

26,748,617,622 △ 24,866,877,111

1,457,822,708 -

- 52,727

- 負債合計 27,052,207,237

-

- -

- 235,608,920

- 167,498,728

△ 160,287,374 112,602,030

- -

- -

24,964,268,879 415,380,687

△ 12,547,035,921 3,243,669,560

1,422,097,311 2,727,907,155

26,170,645,535 261,502,000

11,223,303,557 3,612,918,544

1,192,461,007 -

64,153,834,862 23,808,537,677

54,173,256,171 19,518,736,446

【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 23,147,190,731

2,908,826

22,781,355,471

353,104,202

4,644,077

-

10,995,807

2,908,826

-

368,744,086

-

1,852,860,976

79,467,577

2,779,041,843

908,690,265

1,870,351,578

14,395,591,505

536,925,789

4,397,382,241

2,361,580,202

315,514,148

1,716,111,116

4,176,775

673,243,533

167,795,713

27,789,171

477,658,649

16,327,920,058

46,880,124

【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

25,560,397,314

9,232,477,256

4,161,851,482

3,336,053,038

241,992,531



（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 70,345,922,355 △ 27,791,837,296 -

純行政コスト（△） △ 23,147,190,731

財源 26,185,387,491 -

税収等 19,046,045,154

国県等補助金 7,139,342,337

本年度差額 3,038,196,760 -

固定資産等の変動（内部変動） 122,489,294 △ 122,489,294

有形固定資産等の増加 2,677,349,748 △ 2,677,349,748

有形固定資産等の減少 △ 1,719,936,609 1,719,936,609

貸付金・基金等の増加 528,989,726 △ 528,989,726

貸付金・基金等の減少 △ 1,363,913,571 1,363,913,571

資産評価差額 -

無償所管換等 158,702,441

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 68,252,932 68,459,212 -

その他 △ 24,722,668 △ 59,206,493

本年度純資産変動額 324,721,999 2,924,960,185 -

本年度末純資産残高 70,670,644,354 △ 24,866,877,111 -

3,038,196,760

-

-

△ 83,929,161

3,249,682,184

45,803,767,243

158,702,441

136,712,144

【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

-

42,554,085,059

△ 23,147,190,731

26,185,387,491

19,046,045,154

7,139,342,337



（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 1,524,255,777

本年度末資金残高 1,785,299,170

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

2,125,089,854

2,336

1,754,108,000

1,749,008,000

5,100,000

676,904

50,000,000

3,282,811

2,623,163,355

2,623,161,019

1,082,965,736

345,767,438

-

244,000

6

2,963,691,339

2,617,679,895

1,938,492,581

153,193,411

△ 7,841,111
161,034,522

△ 869,055,355
189,351,141

△ 1,066,683,358

1,897,007,981

760,082,530

71,692,252

19,036,704,273

6,379,259,807

908,712,546

1,363,105,483

353,182,474

17,253,420,783

14,394,404,318

1,852,860,976

1,006,155,489

27,687,782,109

78,272

1,450,000

167,795,713

【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

25,210,959,781

7,957,538,998

4,117,327,064

3,194,745,240

353,104,202

477,670,981


