
（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

48,035,900

△ 30,846,505

93,011,960

6,087,160,707
-

6,087,160,707

183,505,288
6,339,300

4,117,813,412

216,532,904

6,883,877,009
2,489,752,307

資産合計 負債及び純資産合計 156,289,543,638

3,399,894,381
717,919,031

3,545,873

16,661,200

156,289,543,638

△ 10,091,131

純資産合計 136,094,005,307

348,143,296

93,432,550
93,277,266

155,284

243,114,785
2,457,602,353

△ 1,511,051,745

6,802,803,302
133,777,000

-
133,777,000

-
-

△ 270,474,395,584
-
-

2,172,211,461
△ 1,396,335,310
384,622,536,104

2,136,699,332 153,513,158,141
116,347,153,494 △ 17,419,152,834

1,180,022,038 -

△ 120,214 3,485,806
359,283 負債合計 20,195,538,331

-

- -
- 175,542,851

601,071 68,219,197

△ 1,314,865,240 203,631,531
- 2,856,294
- -

38,343,199,896 83,161,140
△ 22,794,708,344 2,430,975,960

1,579,621,463 1,977,240,281

25,199,065,475 -
6,319,984,948 3,097,653,163

928,293,280 -

149,389,005,429 17,764,562,371
142,492,769,577 14,583,748,068

【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 33,200,466,939

16,400,374

32,328,355,566

832,418,617

52,953,776

-

23,185,093

36,446,113

20,045,739

908,557,486

-

1,994,045,153

73,484,510

2,960,540,145

897,090,921

2,063,449,224

14,611,329,982

652,698,412

12,654,452,594

3,279,936,071

405,615,528

7,935,862,872

1,033,038,123

787,309,481

153,561,259

25,978,925

607,769,297

16,678,859,645

966,899,732

【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

35,288,895,711

18,610,036,066

5,168,273,991

3,372,912,196

175,763,651



（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 158,223,805,284 △ 16,746,490,980 -

純行政コスト（△） △ 33,200,466,939

財源 27,269,874,879 -

税収等 17,603,299,884

国県等補助金 9,666,574,995

本年度差額 △ 5,930,592,060 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 5,263,371,285 5,263,371,285

有形固定資産等の増加 3,245,728,145 △ 3,245,728,145

有形固定資産等の減少 △ 8,112,437,633 8,112,437,633

貸付金・基金等の増加 975,593,263 △ 975,593,263

貸付金・基金等の減少 △ 1,372,255,060 1,372,255,060

資産評価差額 -

無償所管換等 592,008,794

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 269,899 △ 5,562,012 -

その他 △ 39,554,551 120,933

本年度純資産変動額 △ 4,710,647,143 △ 672,661,854 -

本年度末純資産残高 153,513,158,141 △ 17,419,152,834 -

△ 5,930,592,060

-

-

△ 39,433,618

△ 5,383,308,997

136,094,005,307

592,008,794

△ 5,292,113

【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

-

141,477,314,304

△ 33,200,466,939

27,269,874,879

17,603,299,884

9,666,574,995



（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 2,462,027,954

本年度末資金残高 2,453,048,348

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,230,250,541

-
2,032,793,007
2,021,160,000

11,633,007

579,000
1,455,840

11,958,548

2,124,821,359
2,124,821,359

1,199,645,349

888,713,874
-
-
2

4,011,957,941
3,123,244,065

2,489,752,307
36,703,959

△ 15,304,810
52,008,769

△ 92,028,352
△ 3,429,769

△ 1,141,651,958

2,870,305,983
1,656,667,246

△ 5,549,837

17,644,477,367
7,411,617,590

897,854,247
2,113,359,248

857,689,073

16,678,859,645
14,611,329,982
1,994,045,153

73,484,510
28,067,308,452

25,270,456
633,366,275

153,561,259

【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

26,612,735,113
9,933,875,468
4,440,379,779
4,732,164,610

832,418,617

607,769,820


