
（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

35,725,652,312 21,820,289,244
31,862,183,305 14,289,404,938

【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

18,377,594,915 1,719,099,867
△ 10,301,252,666 2,278,152,049

1,588,879,515 1,677,510,058

15,354,466,050 3,789,755,477
6,194,754,253 2,022,028,962

832,882,779 -

- 1,587,000
- 150,896,237
- 6,983,409

△ 1,338,392,746 351,151,528
- 27,223,935
- 2,000

- 40,361,258,433
15,769,712,684 △ 22,611,855,853

591,679,034 -

- 62,797,882
- 負債合計 24,098,441,293
-

△ 18,691,148,702
-
-

415,654,031
△ 205,203,768
33,658,732,089

157,651,443

37,052,012
34,920,349
2,131,663

-
4,241,898,221

△ 3,503,893,650

3,826,416,995
51,226,000

-
51,226,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 41,847,843,873

3,432,648,147
1,202,957,974

210,088,553

-

41,847,843,873

△ 3,284,229

純資産合計 17,749,402,580

34,310,000

△ 9,844,692

21,473,704

3,523,067,554
-

3,523,067,554

225,505,776
-

4,635,606,121

70,006,690

6,122,191,561
1,032,801,636



（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

15,521,182

【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

16,682,887,108

6,548,753,504

2,256,224,718

1,884,090,641

145,083,051

9,195,876,129

211,529,844

3,589,862,317

2,328,575,779

7,346,011

1,142,808,000

111,132,527

702,666,469

154,881,680

15,170,930

532,613,859

10,134,133,604

899,899,109

38,358,366

2,469,348,510

576,377,299

1,892,971,211

14,299,297,963

27,067,362

14,213,538,598

100,837,126

8,569,066

-

4,497,339

28,144,166

1,076,804

113,903,531

-



（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 37,565,683,071 △ 23,113,296,038 -

純行政コスト（△） △ 14,299,297,963

財源 15,181,196,142 -

税収等 11,622,801,027

国県等補助金 3,558,395,115

本年度差額 881,898,179 -

固定資産等の変動（内部変動） 2,561,953,386 △ 2,561,953,386

有形固定資産等の増加 4,000,746,750 △ 4,000,746,750

有形固定資産等の減少 △ 1,188,534,700 1,188,534,700

貸付金・基金等の増加 582,547,844 △ 582,547,844

貸付金・基金等の減少 △ 832,806,508 832,806,508

資産評価差額 -

無償所管換等 193,428,429

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 955,244,255 4,829,723 -

その他 △ 915,050,708 2,176,665,669

本年度純資産変動額 2,795,575,362 501,440,185 -

本年度末純資産残高 40,361,258,433 △ 22,611,855,853 -

960,073,978

【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

-

14,452,387,033

△ 14,299,297,963

15,181,196,142

11,622,801,027

3,558,395,115

881,898,179

-

-

1,261,614,961

3,297,015,547

17,749,402,580

193,428,429



（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

1,840,609
267,596,804

154,881,680

【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

15,492,694,920
5,358,605,553
2,212,672,137
2,453,633,188

100,837,126

537,418,548
10,134,089,367
9,195,831,891

899,899,109
38,358,367

16,633,244,201
11,643,442,428
2,837,521,070

465,461,703
1,686,819,000

102,677,735

2,887,244,477
2,368,454,902

1,032,801,636
6,983,409

△ 35,734,841
42,718,250

144,503,815
△ 469,078,056

△ 1,919,050,221

968,194,256
422,546,733

2,189,659

1,305,468,350

11,869,094
1,563,003,800
1,563,003,800

-

2,152,000
1,036,808
3,608,303

1,418,499,985
1,406,630,891

538,850,412

510,076,505
-

2,760,000
5,953,070

前年度末資金残高 1,492,706,624

本年度末資金残高 1,025,818,227

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


