
（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

323,308

△ 26,032,846

389,810

5,174,920,018

-

5,174,920,018

225,525,884

-

7,482,033,908

-

10,963,413,208

3,274,229,717

資産合計 負債及び純資産合計 175,481,070,068

3,864,461,427

3,617,572,481

-

-

175,481,070,068

△ 18,766,111

純資産合計 146,413,337,181

250,034,307

158,282,081

158,121,481

160,600

231,093,480

2,076,279,879

△ 1,597,412,458

5,697,926,613

298,681,826

100,470,166

105,592,660

92,619,000

-

△ 46,321,234,173

-

-

389,766,804

△ 161,679,623

156,555,612,020

3,763,015,913 171,999,690,768

113,147,534,646 △ 25,586,353,587

2,453,976,138 -

- 282,029,698

- 負債合計 29,067,732,887

-

- -

- 200,833,915

- 213,129,448

△ 482,598,757 79,667,497

4,497,673 -

△ 2,962,129 -

37,849,286,727 2,931,907,262

△ 14,682,236,800 3,059,708,478

828,530,624 2,284,047,920

45,035,046,099 -

17,757,512,848 2,292,337,795

- -

164,517,656,860 26,008,024,409

158,661,448,166 20,783,779,352

【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 33,324,377,194

2,057,966

33,245,092,794

14,005,684

51,757,807

-

17,534,243

4,013,334

1,955,368

83,297,734

-

3,448,592,292

48,220,320

2,201,746,982

1,207,080,102

994,666,880

19,560,924,063

283,295,210

7,778,345,095

3,128,542,045

400,952,932

4,172,989,320

75,860,798

660,706,338

251,052,040

25,156,380

384,497,918

23,057,736,675

217,755,335

【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

35,446,839,776

12,389,103,101

3,950,051,668

3,244,087,208

204,913,915



（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 171,853,779,981 △ 25,365,499,406 -

純行政コスト（△） △ 33,324,377,194

財源 33,776,027,662 -

税収等 19,967,098,066

国県等補助金 13,808,929,596

本年度差額 451,650,468 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 630,867,564 630,867,564

有形固定資産等の増加 4,515,139,954 △ 4,515,139,954

有形固定資産等の減少 △ 4,136,294,635 4,136,294,635

貸付金・基金等の増加 1,802,296,879 △ 1,802,296,879

貸付金・基金等の減少 △ 2,812,009,762 2,812,009,762

資産評価差額 △ 45,891,057

無償所管換等 41,245,124

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 △ 102,264,170 118,623,253 -

その他 883,688,454 △ 1,421,995,466

本年度純資産変動額 145,910,787 △ 220,854,181 -

本年度末純資産残高 171,999,690,768 △ 25,586,353,587 -

△ 538,307,012

△ 74,943,394

146,413,337,181

41,245,124

16,359,083

【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

△ 45,891,057

146,488,280,575

△ 33,324,377,194

33,776,027,662

19,967,098,066

13,808,929,596

451,650,468

-

-



（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 2,087,091,689

本年度末資金残高 3,077,647,494

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

2,745,459,848

78,516,340

2,435,424,462

2,424,440,691

10,983,771

13,800,000

26,155,576

2,682,292

2,395,721,938

2,317,205,598

2,632,403,171

1,682,546,572

-

13,800,000

-

6,181,605,174

4,485,258,602

3,274,229,717

196,582,223

12,134,768

184,447,455

39,702,524

1,000,638,538

△ 1,784,523,834

4,397,081,340

1,722,040,301

△ 10,082,733

19,813,820,669

12,165,922,628

1,224,486,712

835,426,011

191,321,799

23,421,503,701

19,560,924,063

3,448,592,292

411,987,346

34,039,656,020

177,316,115

195,729,399

251,052,040

【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

31,298,603,772

7,877,100,071

3,713,234,142

3,601,757,121

14,005,684

311,056,768


