
（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

1,000,000

△ 16,615,542

67,351,341

1,146,330,110
-

1,146,330,110

158,771,955
57,000

1,897,717,073

10,269,120

3,316,867,302
1,203,914,098

資産合計 負債及び純資産合計 36,089,507,363

1,660,855,073
236,862,000

134,932

-

36,089,507,363

△ 11,079,097

純資産合計 25,337,577,517

181,810,236

32,880,989
32,880,989

-

19,653,519
591,999,250

△ 512,579,960

1,352,889,924
30,096,000

-
30,096,000

-
-

△ 14,657,982,647
-
-

136,325,700
△ 75,366,058

29,185,713,593

244,070,280 34,670,414,134
17,010,239,900 △ 9,332,836,617
2,401,895,793 -

- 5,125,952
- 負債合計 10,751,929,846
-

- -
- 73,713,696
- 33,565,448

△ 287,085,423 63,970,978
- 2,584,684
- 213,590

11,759,793,900 420,148,205
△ 6,279,188,100 841,685,798

445,957,059 662,511,450

14,297,209,958 269,857,000
8,413,662,242 599,827,905

- -

32,772,640,061 9,910,244,048
31,386,869,148 8,620,410,938

【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 9,151,424,548

1,760,142

9,149,167,139

1,501,200

1

-

2,516,350

1,760,142

-

4,017,551

-

1,290,543,691

22,609,523

1,388,128,758

873,817,190

514,311,568

4,649,409,684

136,757,549

3,121,831,884

2,016,274,951

227,431,129

878,010,994

114,810

244,129,711

122,795,158

28,926,984

92,407,569

5,962,562,898

139,357

【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

10,537,295,897

4,574,732,999

1,208,771,404

990,773,089

81,101,409



（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 33,871,277,567 △ 8,809,669,726 -

純行政コスト（△） △ 9,151,424,548

財源 9,598,767,133 -

税収等 6,716,873,657

国県等補助金 2,881,893,476

本年度差額 447,342,585 -

固定資産等の変動（内部変動） 682,664,660 △ 682,664,660

有形固定資産等の増加 1,729,124,957 △ 1,729,124,957

有形固定資産等の減少 △ 946,099,343 946,099,343

貸付金・基金等の増加 487,491,197 △ 487,491,197

貸付金・基金等の減少 △ 587,852,151 587,852,151

資産評価差額 -

無償所管換等 79,128,684

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 31,758,890 1,789,600 -

その他 5,584,333 △ 289,634,416

本年度純資産変動額 799,136,567 △ 523,166,891 -

本年度末純資産残高 34,670,414,134 △ 9,332,836,617 -

447,342,585

-

-

△ 284,050,083

275,969,676

25,337,577,517

79,128,684

33,548,490

【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

-

25,061,607,841

△ 9,151,424,548

9,598,767,133

6,716,873,657

2,881,893,476



（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 1,293,825,155

本年度末資金残高 1,170,348,650

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

1,214,619,089

47,660,461
935,900,000
935,900,000

-

-
64,618,349
8,584,334

845,952,108
798,291,647

337,202,600

392,764,732
-
-

1,884,360

2,139,313,908
1,744,664,816

1,203,914,098
33,565,448
6,455,873

27,109,575

89,947,892
△ 125,488,644

△ 1,430,055,625

709,258,283
298,853,000

2,012,139

6,842,960,201
2,527,600,476

843,514,150
582,868,764

1,501,200

5,962,889,981
4,649,736,768
1,290,543,691

22,609,522
10,796,943,591

-
55,440,000

122,795,158

【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

9,636,263,302
3,673,373,321
1,202,161,871
2,259,934,252

1,501,200

88,482,040


