
（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

39,156,132,072 7,848,974,163

30,126,406,434 7,451,543,539

【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

17,730,806,598 89,578,752

△ 8,848,034,634 982,944,615

446,834,416 806,734,909

18,757,061,288 -

3,958,004,347 307,851,872

5,741,954,336 -

- -

- 66,533,636

- 34,253,529

△ 312,040,810 52,815,673

- 3,703,396

- 3,144,486

33,070,055 41,842,161,985

10,892,268,644 △ 7,845,431,849

298,168,937 -

- 15,758,986

6,466,980 負債合計 8,831,918,778

-

△ 13,770,835,764

-

-

784,141,739

△ 451,552,651

23,653,253,823

12,292,470

53,737,639

49,542,039

4,195,600

379,092,560

1,562,755,938

△ 1,085,679,436

8,975,987,999

75,107,391

8,211,891

66,895,500

-

-

資産合計 負債及び純資産合計 42,828,648,914

1,033,087,891

1,644,521,022

15

-

42,828,648,914

△ 812,681

純資産合計 33,996,730,136

81,408,000

△ 43,682

18,189,062

8,807,195,920

-

8,807,195,920

132,146,296

8,421,000

2,677,608,913

27,900

3,672,516,842

836,964,237



（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

562,901

【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

7,043,200,608

4,442,472,016

1,253,476,562

1,029,801,819

40,759,626

2,399,259,955

182,352,216

2,938,448,620

1,686,616,198

278,707,879

973,124,543

-

250,546,834

59,351,119

4,894

191,190,821

2,600,728,592

198,525,754

2,942,883

996,842,470

512,180,113

484,662,357

6,147,970,535

1,750,620

6,046,358,138

83,152,375

20,095,708

-

114,934

1,750,620

-

103,363,017

-



（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 40,672,751,313 △ 6,143,008,924 -

純行政コスト（△） △ 6,147,970,535

財源 5,809,895,092 -

税収等 4,247,682,268

国県等補助金 1,562,212,824

本年度差額 △ 338,075,443 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,299,063,055 △ 1,299,063,055

有形固定資産等の増加 2,781,894,586 △ 2,781,894,586

有形固定資産等の減少 △ 1,029,430,874 1,029,430,874

貸付金・基金等の増加 551,746,739 △ 551,746,739

貸付金・基金等の減少 △ 1,005,147,396 1,005,147,396

資産評価差額 △ 11,955,864

無償所管換等 △ 40,058,778

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 △ 33,567,401 △ 76,285,426 -

その他 △ 44,070,340 11,000,999

本年度純資産変動額 1,169,410,672 △ 1,702,422,925 -

本年度末純資産残高 41,842,161,985 △ 7,845,431,849 -

△ 109,852,827

【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

△ 11,955,864

34,529,742,389

△ 6,147,970,535

5,809,895,092

4,247,682,268

1,562,212,824

△ 338,075,443

-

-

△ 33,069,341

△ 533,012,253

33,996,730,136

△ 40,058,778



（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

720,861

-

59,351,119

【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

6,132,636,942

3,531,908,350

1,237,446,887

2,002,781,781

83,152,375

232,328,563

2,600,728,592

2,399,259,956

198,525,754

2,942,882

6,013,521,331

4,246,480,967

846,415,841

511,608,689

409,015,834

83,873,236

3,190,404,142

2,640,569,174

836,964,237

29,945,209

△ 1,589,801
31,535,010

1,172,822,582

△ 497,534,289

△ 1,467,368,024

1,723,036,118

715,796,983

△ 75,593,229

△ 202,988,847

3,643,556

2,052,299,200

2,022,499,200

29,800,000

39,410

-

23,670

879,476,618

875,833,062

1,007,176,055

546,490,422

-

-

3,344,546

前年度末資金残高 1,380,146,546

本年度末資金残高 807,019,028

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


