
（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

【様式第１号】

連結貸借対照表
(平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

18,939,989,556 -
5,684,824,549 957,769,201

- -

46,623,710,008 7,259,385,633
43,004,774,896 4,902,173,969

△ 353,815,337 36,369,250
- 289,721
- 14,300,901

17,449,505,487 1,399,442,463
△ 6,022,059,627 666,531,033

2,080,904,204 467,501,754

- 3,029,033
- 負債合計 7,925,916,666
-

- -
- 86,652,083
- 58,388,291

2,404,663,159
△ 132,252,907
20,968,570,692

100,630,280 48,893,432,978
23,814,864,394 △ 6,682,410,943
2,199,041,554 -

6,288,087,387
1,452,742,359

△ 1,202,821,413

△ 7,913,245,491
-
-

3,617,250,397
198,088,182
49,655,182

1,684,715
1,531,615

153,100

3,242,484,068
-

3,242,484,068
50,466

124,476,000
23,957,000

75,489,313
106,494,582

-

-
2,269,722,970
1,789,678,970

△ 5,356,214
3,513,228,693
1,127,655,819

109,778,868

- 純資産合計 42,211,022,035

資産合計 50,136,938,701 負債及び純資産合計 50,136,938,701

480,044,000
17,287

10,092,719
△ 4,038,970



（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

48,257,026,306 7,000,554,644
44,854,967,432 4,682,628,615

【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

17,695,724,143 1,402,632,288
△ 6,872,716,399 738,656,345

2,138,577,279 487,914,186

18,928,683,290 -
6,106,004,393 915,293,741

- -

- -
- 86,113,308
- 57,198,787

△ 525,321,499 89,822,059
- 397,407
- 15,441,592

386,415,373 50,863,142,520
25,615,001,110 △ 5,852,467,278
2,348,522,732 -

- 1,769,006
- 負債合計 7,739,210,989
-

△ 8,497,286,922
-
-

2,404,663,159
△ 239,152,953
22,092,476,280

69,009,995

1,622,677
1,469,577

153,100

7,505,778,814
1,553,155,334

△ 1,241,872,302

3,400,436,197
113,426,381
62,561,381
50,865,000

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 52,749,886,231

2,017,117,667
481,673,547

12,090,693

-

52,749,886,231

△ 3,442,461

純資産合計 45,010,675,242

137,997

△ 4,406,567

13,284

3,222,253,017
-

3,222,253,017

114,619,708
107,325,000

2,498,791,214

15,374

4,492,859,925
1,763,462,487



（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

65,886,418

【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

11,043,145,710

5,278,111,331

1,856,038,869

1,264,651,187

86,113,309

5,186,090,350

439,387,955

3,235,845,295

1,957,917,563

102,892,673

1,125,984,222

49,050,837

186,227,167

69,157,274

7,812,761

109,257,132

5,765,034,379

561,098,480

17,845,549

3,009,374,913

885,328,066

2,124,046,847

8,031,278,644

48,165,185

8,033,770,797

398,760

41,108,502

-

4,165,770

48,165,185

-

45,673,032

-



（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 48,893,432,978 △ 6,682,410,943 -

純行政コスト（△） △ 8,031,278,644

財源 10,762,630,192 -

税収等 6,637,134,466

国県等補助金 4,125,495,726

本年度差額 2,731,351,548 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,884,949,845 △ 1,884,949,845

有形固定資産等の増加 3,496,606,942 △ 3,496,606,942

有形固定資産等の減少 △ 1,129,055,114 1,129,055,114

貸付金・基金等の増加 951,344,131 △ 951,344,131

貸付金・基金等の減少 △ 1,433,946,114 1,433,946,114

資産評価差額 4,813,185

無償所管換等 42,493,313

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 36,415,957 △ 14,013,263 -

その他 1,037,242 △ 2,444,775

本年度純資産変動額 1,969,709,542 829,943,665 -

本年度末純資産残高 50,863,142,520 △ 5,852,467,278 -

22,402,694

【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

4,813,185

42,211,022,035

△ 8,031,278,644

10,762,630,192

6,637,134,466

4,125,495,726

2,731,351,548

-

-

△ 1,407,533

2,799,653,207

45,010,675,242

42,493,313



（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

8,829
1,070,756,377

69,157,274

【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

9,866,843,701
4,101,822,676
1,794,416,527
2,124,985,334

398,760

113,263,541
5,765,021,025
5,186,089,862

561,098,967
17,832,196

10,447,441,338
6,633,780,280

910,880,924
881,491,168

2,021,288,966
407,589

4,378,338,362
3,454,773,975

1,763,462,487
54,424,552
2,941,120

51,483,432

△ 201,502,449
633,250,155

△ 816,193,821

3,562,144,541
2,169,788,786

△ 384,607

1,650,946,425

1,403,065
322,268,605
321,381,198

887,407

13,612,000
317,520

-

523,771,054
522,367,989

1,378,426,235

908,984,387
-

14,580,000
-

前年度末資金残高 1,076,172,387

本年度末資金残高 1,709,037,935

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


