
（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

45,140,110,106 6,971,088,951
39,997,775,312 6,364,741,536

【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

15,032,978,913 -
△ 8,191,122,051 917,550,324

839,477,470 803,470,359

10,552,029,935 -
2,179,088,934 606,347,415
1,285,091,200 -

- -
- 82,498,216
- 31,442,432

△ 627,108,171 75,900
- 63,417
- -

33,623,640 47,852,834,325
29,105,705,539 △ 6,934,226,330

249,197,971 -

- -
- 負債合計 7,888,639,275
-

△ 79,373,103,875
-
-

19,177,354
△ 8,391,500

108,217,777,989

170,975,735

959,040
959,040

-

1,047,600
1,382,460,666

△ 1,042,420,828

5,141,375,754
210,012,044
14,123,544

195,888,500
-
-

資産合計 負債及び純資産合計 48,807,247,270

1,352,587,219
1,360,137,000

-

-

48,807,247,270

△ 4,404,349

純資産合計 40,918,607,995

-

△ 10,589,966

-

4,770,977,941
-

4,770,977,941

36,746,387
-

2,712,724,219

-

3,667,137,164
922,070,907



（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

998,573

【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

12,680,117,193

5,907,098,858

1,478,761,469

1,300,991,042

74,749,979

6,270,127,213

102,021,875

4,221,157,754

1,949,476,921

391,310,328

1,880,274,578

95,927

207,179,635

52,064,631

12,863,250

142,251,754

6,773,018,335

497,958,614

4,932,508

1,310,283,119

616,946,719

693,336,400

11,517,073,807

8,400

11,369,834,074

107,781,787

34,251,991

-

5,214,355

8,400

-

147,248,133

-



（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 49,012,708,040 △ 7,494,622,270 -

純行政コスト（△） △ 11,517,073,807

財源 10,995,572,537 -

税収等 7,316,140,323

国県等補助金 3,679,432,214

本年度差額 △ 521,501,270 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,010,784,284 1,010,784,284

有形固定資産等の増加 980,082,739 △ 980,082,739

有形固定資産等の減少 △ 2,108,604,619 2,108,604,619

貸付金・基金等の増加 967,123,231 △ 967,123,231

貸付金・基金等の減少 △ 849,385,635 849,385,635

資産評価差額 △ 396,912

無償所管換等 △ 60,244,650

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 △ 189,165,038 174,128,341 -

その他 100,717,169 △ 103,015,415

本年度純資産変動額 △ 1,159,873,715 560,395,940 -

本年度末純資産残高 47,852,834,325 △ 6,934,226,330 -

△ 15,036,697

【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

△ 396,912

41,518,085,770

△ 11,517,073,807

10,995,572,537

7,316,140,323

3,679,432,214

△ 521,501,270

-

-

△ 2,298,246

△ 599,477,775

40,918,607,995

△ 60,244,650



（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

-
160,487,489

52,064,631

【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

10,787,244,611
4,014,226,276
1,476,627,969
2,341,178,320

107,781,787

144,355,356
6,773,018,335
6,270,127,213

497,958,614
4,932,508

11,040,676,215
7,306,605,446
2,818,364,214

617,907,876
297,798,679
107,781,787

1,663,994,634
718,490,543

922,070,907
31,442,432

△ 4,373,595
35,816,027

△ 186,467,366
△ 13,917,667

△ 133,587,607

1,530,407,027
700,705,000

△ 958,700

306,137,306

-
539,845,540
539,845,540

-

-
-

20,000,000

726,312,906
726,312,906

809,702,027

925,504,091
20,000,000

-
-

前年度末資金残高 905,504,842

本年度末資金残高 890,628,475

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


