
（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

12,866,414,621 4,452,823,086
11,138,981,939 3,590,312,040

【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

10,060,000,369 55,220,839
△ 6,424,972,180 667,344,580

1,078,064,654 497,632,286

5,665,680,260 -
809,884,023 807,290,207

1,110,102,500 -

- 20,833,332
- 82,120,855
- 16,043,880

△ 967,399,106 49,013,227
- 1,701,000
- -

- 14,757,474,319
5,191,367,481 △ 4,150,899,048
198,995,747 -

- -
- 負債合計 5,120,167,666
-

△ 9,752,872,250
-
-

727,783,500
△ 278,047,846
14,246,086,815

42,877,578

16,878,447
16,007,685

870,762

49,421,515
919,279,210

△ 637,345,012

1,710,554,235
61,491,405
10,031,405
51,460,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 15,726,742,937

1,741,371,862
149,687,836

7,876,664

-

15,726,742,937

△ 177,096

純資産合計 10,606,575,271

22,427,004

△ 789,023

109,961,528

1,584,477,271
-

1,584,477,271

90,403,592
-

1,891,059,698

70,000

2,860,328,316
761,203,930



（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

43,718,378

【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

6,025,900,842

3,482,336,734

1,419,765,205

1,100,605,682

80,153,502

2,345,737,540

195,287,643

1,852,564,967

1,049,177,284

136,603,519

497,193,468

169,590,696

210,006,562

30,741,689

1,381,628

177,883,245

2,543,564,108

191,280,678

6,545,890

887,932,068

449,576,504

438,355,564

5,794,152,387

7,066,648

5,137,968,774

422,529,132

240,108,852

-

612,277

7,066,648

-

663,250,261

-



（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 14,767,245,556 △ 4,142,051,554 -

純行政コスト（△） △ 5,794,152,387

財源 5,485,522,492 -

税収等 3,685,195,452

国県等補助金 1,800,327,040

本年度差額 △ 308,629,895 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 589,821,422 589,821,422

有形固定資産等の増加 352,660,734 △ 352,660,734

有形固定資産等の減少 △ 497,388,957 497,388,957

貸付金・基金等の増加 223,302,858 △ 223,302,858

貸付金・基金等の減少 △ 668,396,057 668,396,057

資産評価差額 8,474,605

無償所管換等 44,946,245

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 11,576,180 2,964,917 -

その他 515,053,155 △ 293,003,938

本年度純資産変動額 △ 9,771,237 △ 8,847,494 -

本年度末純資産残高 14,757,474,319 △ 4,150,899,048 -

14,541,097

【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

8,474,605

10,625,194,002

△ 5,794,152,387

5,485,522,492

3,685,195,452

1,800,327,040

△ 308,629,895

-

-

222,049,217

△ 18,618,731

10,606,575,271

44,946,245



（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

3,530,403
117,826,322

30,741,689

【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

5,475,844,815
2,931,776,174
1,370,178,574
1,356,614,313

422,529,132

174,241,598
2,544,068,641
2,346,242,073
191,280,678

6,545,890
5,631,244,915
3,687,432,042
1,077,447,040
454,857,107
411,508,726
426,059,535

551,981,020
352,167,659

761,203,930
14,977,515
1,474,109

13,503,406

△ 30,130,904
△ 9,648,757

173,315,260

725,296,280
611,189,000

16,393

△ 152,833,113

-
365,063,000
362,063,000

3,000,000

50,000,000
86,638

2,421,685

395,193,904
395,193,904

61,598,957

143,061,583
1,000,000

53,737,834
2,013,944

前年度末資金残高 755,858,779

本年度末資金残高 746,226,415

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


