
（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

16,796,414,038 6,955,161,576
15,959,259,636 5,417,223,756

【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

8,825,203,890 571,829,175
△ 5,127,114,330 807,515,785

956,387,585 460,014,971

6,537,768,989 1,024,137
2,467,148,614 965,084,508

- -

- -
- 94,938,628
- 50,407,326

△ 583,856,770 88,736,310
- -
- 1,697,913

- 18,185,502,019
8,816,604,346 △ 6,904,168,713

411,041,081 -

- 111,720,637
- 負債合計 7,762,677,361
-

△ 5,905,557,205
-
-

2,042,578,321
△ 964,663,182
12,308,984,903

53,835,329

42,760,158
22,308,729
20,451,429

924,220,428
1,806,134,353

△ 1,201,248,052

794,394,244
9,444,474
6,267,474
3,177,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 19,044,010,667

1,327,253,753
61,834,228

35,820

-

19,044,010,667

△ 2,129,418

純資産合計 11,281,333,306

10,975,248

△ 3,637,653

5,253,618

691,593,314
-

691,593,314

176,505,633
-

1,389,087,981

32,183,532

2,247,596,629
678,842,995



（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

33,490,260

【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

7,037,645,748

3,517,132,075

1,561,985,069

1,317,662,478

71,068,525

2,081,455,534

139,763,806

1,847,554,888

1,034,909,048

169,355,290

616,460,148

26,830,402

107,592,118

73,487,385

555,513

33,549,220

3,520,513,673

1,427,749,196

11,308,943

1,325,530,100

895,597,394

429,932,706

5,733,449,286

72,158

5,712,115,648

-

21,069,993

-

343,872

80,227

8,069

21,413,865

-



（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 18,013,971,404 △ 7,007,097,407 -

純行政コスト（△） △ 5,733,449,286

財源 5,996,236,241 -

税収等 4,690,867,968

国県等補助金 1,305,368,273

本年度差額 262,786,955 -

固定資産等の変動（内部変動） 198,367,258 △ 198,367,258

有形固定資産等の増加 904,643,091 △ 904,643,091

有形固定資産等の減少 △ 631,914,570 631,914,570

貸付金・基金等の増加 331,771,888 △ 331,771,888

貸付金・基金等の減少 △ 406,133,151 406,133,151

資産評価差額 2,325,728

無償所管換等 9,462,428

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 △ 38,628,933 9,052,623 -

その他 4,133 29,456,375

本年度純資産変動額 171,530,614 102,928,695 -

本年度末純資産残高 18,185,502,018 △ 6,904,168,712 -

△ 29,576,310

【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

2,325,728

11,006,873,997

△ 5,733,449,286

5,996,236,241

4,690,867,968

1,305,368,273

262,786,955

-

-

29,460,508

274,459,309

11,281,333,306

9,462,428



（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

12,254,335
8,100,300

73,487,385

【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

6,434,275,408
2,914,099,709
1,550,230,695
1,240,150,309

-

50,231,320
3,520,175,699
2,081,158,635
1,427,708,121

11,308,943
6,841,233,920
4,668,772,198

889,251,350
900,659,095
382,551,277
12,254,335

1,185,168,683
898,284,308

678,842,995
47,532,442

△ 1,740,545
49,272,987

△ 22,017,237
24,737,793

△ 356,049,447

829,119,236
435,970,163

7,647,549

402,804,477

230,606,842
686,322,077
390,372,580
295,949,497

2,975,000
9,112,492
1,288,000

708,339,314
477,732,472

379,773,581

279,521,175
-

2,077,560
5,285,640

前年度末資金残高 598,925,211

本年度末資金残高 631,310,553

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


