
（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

5,862,800

△ 20,023,301

1,255,454

3,973,494,178
-

3,973,494,178

224,402,150
2,888,200

2,982,458,014

2,747,498

5,496,664,470
2,293,011,390

資産合計 負債及び純資産合計 92,575,440,209

2,593,899,941
388,558,073

390,064

-

92,575,440,209

△ 7,740,802

純資産合計 55,380,500,162

495,675,253

791,845,766
-

791,845,766

218,089,625
1,723,341,412

△ 1,041,637,106

4,778,634,428
320,878,000
34,700,000
37,098,000
249,080,000

-

△ 20,043,980,385
-
-

526,023,613
△ 196,995,517
62,843,043,509

332,797,607 90,064,121,953
49,541,853,442 △ 34,684,621,791
6,195,672,597 1,000,000

- 2,202,906
154,594 負債合計 37,194,940,047

-

- -
- 147,873,178
- 205,566,620

△ 174,286,624 140,333,522
- 4,444,551
- -

25,140,138,995 11,967,018,902
△ 11,241,976,522 2,424,882,545

682,383,568 1,924,461,768

31,284,737,797 -
16,189,036,179 249,752,048

356,490,000 -

87,078,775,739 34,770,057,502
81,508,295,545 22,553,286,552

【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



（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 23,055,438,424

18,558,078

21,949,883,843

-

1,109,990,274

-

14,122,385

18,558,078

-

1,124,112,659

-

2,335,221,396

179,044,887

2,096,297,175

952,780,379

1,143,516,796

11,645,795,330

327,045,544

6,422,603,430

3,895,011,617

341,089,354

2,167,575,249

18,927,210

1,070,868,698

290,949,748

19,341,414

760,577,536

14,160,061,613

27,010,553

【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

24,046,181,018

9,886,119,405

2,392,647,277

1,892,089,809

146,501,371



（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 90,027,661,704 △ 35,221,269,406 1,000,000

純行政コスト（△） △ 23,055,438,424

財源 23,111,946,797 -

税収等 16,271,437,119

国県等補助金 6,840,509,678

本年度差額 56,508,373 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 433,629,851 433,629,851

有形固定資産等の増加 2,516,106,440 △ 2,516,106,440

有形固定資産等の減少 △ 3,687,711,206 3,687,711,206

貸付金・基金等の増加 1,537,756,435 △ 1,537,756,435

貸付金・基金等の減少 △ 799,781,520 799,781,520

資産評価差額 -

無償所管換等 678,328,556

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 36,538,576 △ 15,120,792 -

その他 △ 244,777,032 61,630,183

本年度純資産変動額 36,460,249 536,647,615 -

本年度末純資産残高 90,064,121,953 △ 34,684,621,791 1,000,000

56,508,373

-

-

△ 183,146,849

573,107,864

55,380,500,162

678,328,556

21,417,784

【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

-

54,807,392,298

△ 23,055,438,424

23,111,946,797

16,271,437,119

6,840,509,678



（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

前年度末資金残高 1,962,129,257

本年度末資金残高 2,116,970,041

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

2,744,617,026

-
2,071,196,570
2,071,196,570

-

673,200
-

67,299,730

2,158,989,977
2,158,989,977

579,052,571

1,289,276,403
126,417,000

336,000
-

3,516,457,308
2,100,427,905

2,293,011,390
176,041,349

2,124,770
173,916,579

△ 87,793,407
152,942,812

△ 2,503,880,807

1,012,576,501
365,551,000

1,897,972

15,917,675,945
5,568,995,782
955,147,447

1,149,870,691
-

14,160,061,613
11,645,795,330
2,335,221,396
179,044,887

23,591,689,865

-
992,732,455

290,949,748

【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

21,839,805,294
7,679,743,681
2,346,865,393
4,255,028,181

-

786,900,359


