
（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

278,874,737,734 66,777,366,039
268,015,627,104 59,918,301,739

【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

78,169,576,217 7,809,534
△ 42,276,181,698 13,557,326,058

20,572,042,409 7,364,379,357

157,542,586,065 1,955,424
107,885,001,775 6,849,299,342

2,267,147,753 -

- -
- 702,512,235
- 115,132,041

△ 11,200,533,550 510,616,356
50,966,135 275,702,644

△ 25,659,771 5,595,450

2,065,407,478 283,901,162,734
106,050,155,837 △ 69,199,440,597
13,644,843,912 -

- 4,583,387,975
319,785,699 負債合計 80,334,692,097

△ 284,966,382

△ 128,375,346,385
-
-

4,480,727,356
△ 1,881,384,662
217,229,164,126

1,286,962,998

1,927,910,639
257,074,556

1,670,836,083

952,151,490
12,967,760,017

△ 8,544,874,815

8,931,199,991
192,255,100
13,139,000

179,062,000
54,100

-

資産合計 負債及び純資産合計 295,036,414,234

3,802,749,334
1,217,794,651

2,688,794,549

-

295,036,414,234

△ 32,471,005

純資産合計 214,701,722,137

10,213,912

△ 96,249,411

794,830,468

7,509,403,170
-

7,509,403,170

1,819,222,313
5,881,015

5,020,543,985

28,614,222

16,161,676,500
5,864,875,175



（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

1,119,404,560

【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

73,006,921,847

30,991,055,234

12,102,638,695

7,343,983,384

698,434,872

32,397,424,426

2,940,815,879

16,789,298,058

9,748,819,193

175,018,650

6,842,034,546

23,425,669

2,099,118,481

745,716,865

139,021,438

1,214,380,178

42,015,866,613

9,247,691,291

370,750,896

10,895,742,828

9,008,377,872

1,887,364,956

65,004,674,122

15,033,918

62,111,179,019

477,448,122

2,387,811,774

-

43,320,875

15,085,668

51,750

2,908,580,771

-



（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 285,254,490,747 △ 69,827,295,254 -

純行政コスト（△） △ 65,004,674,122

財源 63,366,017,499 -

税収等 43,205,392,039

国県等補助金 20,160,625,460

本年度差額 △ 1,638,656,623 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 1,149,531,020 1,149,531,020

有形固定資産等の増加 11,733,085,268 △ 11,733,085,268

有形固定資産等の減少 △ 11,311,705,939 11,311,705,939

貸付金・基金等の増加 1,513,021,063 △ 1,513,021,063

貸付金・基金等の減少 △ 3,083,931,412 3,083,931,412

資産評価差額 -

無償所管換等 187,192,898

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 △ 204,204 430,584 -

その他 △ 1,028,630,149 1,754,394,138

本年度純資産変動額 △ 1,991,172,475 1,265,699,119 -

本年度末純資産残高 283,263,318,272 △ 68,561,596,135 -

215,427,195,493

△ 65,004,674,122

63,366,017,499

43,205,392,039

20,160,625,460

【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

214,701,722,137

187,192,898

226,380

-

△ 1,638,656,623

-

-

725,763,989

△ 725,473,356



（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

143,349,712
351,617,373

745,716,865

【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

67,939,909,893
25,924,043,280
11,569,650,563
9,695,681,139

477,448,122

3,912,994,713
42,015,866,613
32,397,424,426
9,247,691,291

370,750,896
70,396,449,569
42,957,172,017
16,928,859,039
8,851,704,029
1,658,714,484

620,797,834

8,149,085,520
7,187,436,952

5,864,875,175
114,495,628

△ 15,617,435
130,113,063

△ 1,792,733,510
△ 2,278,447,965

△ 2,673,073,670

5,476,011,850
2,973,302,724

433,693

2,187,359,215

32,998,616
5,057,945,000
5,051,945,000

6,000,000

48,238,112
6,010,180

74,355,553

6,850,678,510
6,817,679,894

2,374,105,281

890,984,346
-

42,050,000
28,614,222

前年度末資金残高 8,028,393,819

本年度末資金残高 5,750,379,547

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


