
（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

170,657,272

△ 55,122,858

714,105,000

4,706,894,460
-

4,706,894,460

490,124,578
5,342,284

14,763,890,763

-

20,257,876,582
4,217,740,962

資産合計 負債及び純資産合計 159,572,319,743

11,160,181,277
3,603,709,486

92,800,000

-

159,572,319,743

△ 26,127,005

純資産合計 107,049,908,896

1,153,940,919

4,314,362
3,991,562

322,800

333,182,159
6,145,951,858

△ 5,043,575,591

6,243,199,494
266,829,701

3,225,500
263,604,201

-
-

△ 62,127,131,309
1,709,822,544

△ 1,073,698,191

3,116,444,120
△ 1,964,206,402
126,269,723,334

411,176,767 154,083,676,208
69,347,555,906 △ 47,033,767,312
3,083,419,651 -

- 39,419,586
6,319,725,000 負債合計 52,522,410,847

△ 1,883,102,522

- -
- 487,761,459
- 100,257,244

△ 2,177,046,151 130,897,437
- -
- 7,036,696

83,019,980,202 3,161,579,217
△ 42,859,874,325 4,729,721,521

3,269,881,237 3,964,349,099

62,616,997,132 -
16,516,256,924 6,115,483,910

- -

139,314,443,161 47,792,689,326
133,066,929,305 38,515,626,199

【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 55,647,257,878

8,091,309

55,399,764,597

46,748,428

205,925,848

-

2,910,314

8,091,309

-

255,584,590

-

5,727,224,537

41,877,106

2,873,229,188

1,856,654,027

1,016,575,161

31,422,825,403

667,662,841

12,106,079,076

6,441,180,069

493,704,808

5,171,194,199

-

1,173,742,420

488,569,681

129,743,742

555,428,997

37,191,927,046

-

【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

58,272,993,785

21,081,066,739

7,801,245,243

6,645,820,943

487,761,459



（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 159,236,403,466 △ 49,319,064,811 -

純行政コスト（△） △ 55,647,257,878

財源 52,367,860,988 -

税収等 35,223,199,624

国県等補助金 17,144,661,364

本年度差額 △ 3,279,396,890 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 4,965,709,078 4,965,709,078

有形固定資産等の増加 3,029,248,758 △ 3,029,248,758

有形固定資産等の減少 △ 6,161,603,389 6,161,603,389

貸付金・基金等の増加 1,174,860,367 △ 1,174,860,367

貸付金・基金等の減少 △ 3,008,214,814 3,008,214,814

資産評価差額 -

無償所管換等 398,764,648

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 △ 597,035,358 593,974,201 -

その他 11,252,530 5,011,110

本年度純資産変動額 △ 5,152,727,258 2,285,297,499 -

本年度末純資産残高 154,083,676,208 △ 47,033,767,312 -

△ 3,279,396,890

-

-

16,263,640

△ 2,867,429,759

107,049,908,896

398,764,648

△ 3,061,157

【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

-

109,917,338,655

△ 55,647,257,878

52,367,860,988

35,223,199,624

17,144,661,364



（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 3,750,745,147

本年度末資金残高 4,117,483,718

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

955,229,820

467,997
2,444,800,000
2,444,800,000

-

600,202,197
-
-

3,436,688,298
3,436,220,301

2,032,693,479

205,615,766
-

701,520,000
-

3,099,991,724
2,192,855,958

4,217,740,962
100,257,244

△ 58,758,456
159,015,700

△ 991,888,298
358,964,474

395,622,952

3,495,614,676
862,719,000

7,774,097

35,114,603,881
16,079,245,364
1,863,348,172

798,768,742
49,658,742

37,191,927,047
31,422,825,403
5,727,224,537

41,877,107
53,855,966,159

2,910,314
226,007,000

488,569,681

【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

53,077,084,597
15,885,157,550
7,788,066,513
6,987,889,359

46,748,428

620,631,997


