
（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

-

△ 2,486,241

30,727,313

6,705,914,280
-

6,705,914,280

595,243,475
-

6,068,732,762

120,496,696

9,427,806,382
2,734,575,760

資産合計 負債及び純資産合計 72,553,251,403

2,729,614,688
3,339,118,074

283,616

-

72,553,251,403

△ 1,756,544

純資産合計 45,799,382,058

28,149,614

91,705,225
70,678,657
21,026,568

875,479,103
8,742,497,221

△ 7,479,682,806

7,209,244,349
357,170,000

8,400,000
121,615,000
227,155,000

-

△ 32,901,966,298
-
-

1,492,887,098
△ 844,108,592
51,953,603,903

29,791,680 69,194,177,783
21,075,990,394 △ 23,394,795,725

500,095,180 -

- 1,621,388
128,520 負債合計 26,753,869,345

△ 85,680

- -
- 217,664,086
- 1,220,568,833

△ 229,962,312 119,856,657
- -
- 594

31,381,008,545 2,058,827,306
△ 16,546,736,160 3,608,973,296

529,446,886 2,049,261,738

33,485,690,638 221,742,000
17,218,132,458 1,924,325,352
1,103,966,701 -

63,125,445,021 23,144,896,049
55,824,495,447 18,940,001,391

【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 20,305,770,708

6,290,227

20,127,978,295

116,824,507

70,479,460

-

1,836,642

11,348,196

5,057,969

189,140,609

-

1,058,849,457

17,984,162

3,325,497,304

1,512,532,866

1,812,964,438

11,873,599,808

423,990,790

5,386,163,207

3,339,909,727

289,706,604

1,754,939,316

1,607,560

1,117,843,069

190,904,235

4,219,969

922,718,865

12,950,433,427

86,384,438

【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

23,453,475,599

10,503,042,172

3,999,035,896

3,313,984,582

174,676,086



（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 65,958,176,333 △ 20,062,030,900 -

純行政コスト（△） △ 20,305,770,708

財源 20,319,240,366 -

税収等 15,901,523,980

国県等補助金 4,417,716,386

本年度差額 13,469,658 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,666,595,701 △ 3,666,595,701

有形固定資産等の増加 6,201,558,219 △ 6,201,558,219

有形固定資産等の減少 △ 2,513,942,475 2,513,942,475

貸付金・基金等の増加 790,981,403 △ 790,981,403

貸付金・基金等の減少 △ 812,001,446 812,001,446

資産評価差額 △ 22,745,554

無償所管換等 830,581,800

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 △ 53,375,838 66,297,573 -

その他 △ 1,185,054,659 254,063,645

本年度純資産変動額 3,236,001,450 △ 3,332,764,825 -

本年度末純資産残高 69,194,177,783 △ 23,394,795,725 -

13,469,658

-

-

△ 930,991,014

△ 96,763,375

45,799,382,058

830,581,800

12,921,735

【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

△ 22,745,554

45,896,145,433

△ 20,305,770,708

20,319,240,366

15,901,523,980

4,417,716,386



（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 1,945,473,567

本年度末資金残高 1,519,848,349

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

962,408,436

2,328
3,533,033,729
3,510,352,631

22,681,098

248,500
7,982,067

61,618,607

2,108,302,153
2,108,299,825

685,715,770

721,442,728
-
-

5,645,561

4,459,679,637
3,732,591,348

2,734,575,760
1,214,727,411

301,208,348
913,519,063

1,424,731,576
△ 457,195,628

△ 2,844,335,640

1,615,343,997
859,779,053

31,570,410

15,786,122,241
3,557,937,333
2,004,348,912
1,377,254,625

116,950,507

12,987,653,424
11,873,599,809
1,058,849,457

55,204,158
22,725,663,111

126,000
9,715,327

196,383,013

【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

21,656,019,495
8,668,366,071
4,423,234,433
3,435,848,449

116,824,507

612,900,176


