
（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

32,896,047,613 7,991,810,501
30,233,690,039 6,517,847,106

【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

9,835,015,115 532,039,146
△ 5,553,916,099 1,096,799,869

3,183,831,877 660,987,165

17,197,789,974 -
11,260,413,454 941,924,249

- -

- -
- 86,744,190
- 183,628,612

△ 1,529,390,872 95,868,684
1,476,487 10,379,016

△ 1,436,028 26,967,390

1,796,040 36,126,131,140
12,507,305,901 △ 6,939,922,570
1,703,338,047 -

- 32,224,812
- 負債合計 9,088,610,370
-

△ 13,151,154,356
-
-

341,454,577
△ 144,337,031
23,702,539,964

62,890,269

77,806,367
22,841,542
54,964,825

55,464,700
2,106,627,160

△ 1,578,032,996

2,584,551,207
25,658,652
11,330,652
14,328,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 38,274,818,940

2,990,687,127
238,469,000

28,579,052

-

38,274,818,940

△ 5,301,313

純資産合計 29,186,208,570

-

△ 7,025,639

8,595,911

2,442,834,825
-

2,442,834,825

103,442,067
927,400

3,229,156,127

60,193,100

5,378,771,327
2,013,372,083



（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

27,157,712

【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

14,403,055,278

5,720,043,195

1,596,729,853

1,268,845,746

92,236,516

7,596,729,440

208,489,879

3,861,421,838

2,621,914,894

322,463,178

917,043,766

-

261,891,504

79,038,807

8,032,518

174,820,179

8,683,012,083

1,078,852,601

7,430,042

2,142,662,417

463,516,554

1,679,145,863

12,265,469,081

-

12,260,392,861

-

3,223,797

-

1,852,423

-

-

5,076,220

-



（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 36,129,435,775 △ 7,332,180,766 -

純行政コスト（△） △ 12,265,469,081

財源 12,665,288,251 -

税収等 8,363,295,516

国県等補助金 4,301,992,735

本年度差額 399,819,170 -

固定資産等の変動（内部変動） 88,765,979 △ 88,765,979

有形固定資産等の増加 964,871,825 △ 964,871,825

有形固定資産等の減少 △ 981,395,700 981,395,700

貸付金・基金等の増加 308,487,722 △ 308,487,722

貸付金・基金等の減少 △ 203,197,868 203,197,868

資産評価差額 -

無償所管換等 △ 4,460,663

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 △ 71,653,621 80,677,884 -

その他 △ 15,956,330 527,121

本年度純資産変動額 △ 3,304,635 392,258,196 -

本年度末純資産残高 36,126,131,140 △ 6,939,922,570 -

9,024,263

【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

-

28,797,255,009

△ 12,265,469,081

12,665,288,251

8,363,295,516

4,301,992,735

399,819,170

-

-

△ 15,429,209

388,953,561

29,186,208,570

△ 4,460,663



（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

1,778
294,767,000

56,187,841

【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

13,371,659,426
4,688,647,343
1,568,799,197
2,888,234,986

-

175,425,319
8,683,012,083
7,596,729,440
1,078,852,601

7,430,042
13,975,879,319
8,347,336,842
3,790,072,735

419,207,826
1,419,261,916

1,778

1,151,272,410
905,744,659

2,013,372,083
183,016,518

△ 4,840,445
187,856,963

△ 167,500,166
△ 38,399,959

△ 769,884,908

381,387,502
217,153,000

857,884

898,985,115

44,018,711
509,600,000
509,600,000

-

-
15,963,856
1,364,800

677,100,166
633,081,455

146,905,846

235,519,601
10,008,150

-
-

前年度末資金残高 1,867,897,640

本年度末資金残高 1,830,355,565

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


