
（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 - 純資産合計 17,343,879,703

資産合計 26,354,866,192 負債及び純資産合計 26,354,866,192

2,357,027
16,633,000

-
△ 8,909,263

-
1,302,557,159
1,300,200,132

△ 9,067,742
2,079,116,722

614,628,486
154,207,340

2,078,047,492
-

2,078,047,492
-

58,012,737
27,511,389

196,580,524
27,408,842

-

2,388,828,826
95,859,710
10,335,584

1,960,454
1,960,454

-

184,590,000
1,848,920,109

△ 1,304,280,169

△ 10,447,941,065
-
-

1,514,209,420
△ 904,087,385
23,376,911,931

- 25,578,306,629
14,342,925,648 △ 8,234,426,926

619,242,747 -

- 75,289,000
- 負債合計 9,010,986,489
-

- -
- 97,619,645
- 18,699,299

△ 204,467,072 63,436,266
- 1,187,517
- -

11,522,602,683 558,714,000
△ 6,242,130,123 967,945,651

312,739,854 711,713,924

1,225,899,952 679,994,167
382,749,308 -

24,275,749,470 8,043,040,838
21,884,960,190 6,804,332,671

【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

6,997,394,602 -



（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

-

△ 6,491,587

13,389,053

2,132,182,274
-

2,132,182,274

138,642,405
-

1,325,854,585

-

2,054,789,143
585,375,076

資産合計 負債及び純資産合計 26,280,420,513

1,323,497,558
2,357,027

-

-

26,280,420,513

△ 8,471,976

純資産合計 17,527,538,496

192,894,433

525,001
525,001

-

189,851,160
1,903,812,112

△ 1,400,392,197

2,565,416,693
246,831,573
152,492,700
59,992,867
34,346,006

-

△ 10,891,862,418
-
-

1,499,555,011
△ 925,710,858
23,783,136,492

10,866,344 25,551,485,955
14,273,921,662 △ 8,023,947,459

618,952,275 -

- 76,317,000
- 負債合計 8,752,882,017
-

- -
- 103,047,059
- 10,853,782

△ 237,735,600 45,187,675
- 3,335,468
- -

11,594,991,058 544,665,062
△ 6,491,221,660 929,312,818

395,252,450 690,571,834

6,882,348,099 -
1,223,139,999 642,318,317

387,055,508 -

24,225,631,370 7,823,569,199
21,659,689,676 6,636,585,820

【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 9,016,085,681

21,851,575

9,005,254,907

20,013,464

11,916,379

-

801,884

21,900,953

49,378

32,731,727

-

527,915,379

4,113,222

1,163,116,015

824,017,053

339,098,962

5,123,998,592

140,810,018

2,396,483,208

1,369,295,350

285,846,309

741,341,549

-

337,944,057

85,771,231

3,628,650

248,544,176

5,656,027,193

8,908,336

【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

10,168,370,922

4,512,343,729

1,777,916,464

1,551,709,051

76,489,059



（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 25,578,306,629 △ 8,234,426,926 -

純行政コスト（△） △ 9,016,085,681

財源 8,950,160,323 -

税収等 5,969,914,104

国県等補助金 2,980,246,219

本年度差額 △ 65,925,358 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 282,314,098 282,314,098

有形固定資産等の増加 513,960,586 △ 513,960,586

有形固定資産等の減少 △ 742,300,678 742,300,678

貸付金・基金等の増加 508,710,237 △ 508,710,237

貸付金・基金等の減少 △ 562,684,243 562,684,243

資産評価差額 142,157,166

無償所管換等 33,590,959

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 53,781,450 △ 6,275,788 -

その他 25,963,849 366,515

本年度純資産変動額 △ 26,820,674 210,479,467 -

本年度末純資産残高 25,551,485,955 △ 8,023,947,459 -

△ 65,925,358

-

-

26,330,364

183,658,793

17,527,538,496

33,590,959

47,505,662

【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

142,157,166

17,343,879,703

△ 9,016,085,681

8,950,160,323

5,969,914,104

2,980,246,219



（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 595,929,187

本年度末資金残高 574,521,294

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

239,809,774

-
520,430,000
520,430,000

-

90,019,250
49,378

31,580,727

712,433,222
712,433,222

392,694,654

461,450,480
4,399,689

-
-

982,459,945
516,609,776

585,375,076
10,853,782

△ 7,845,517
18,699,299

△ 192,003,222
△ 23,040,384

△ 70,846,936

911,613,009
397,269,000

1,632,491

5,935,591,227
2,394,826,337

819,401,865
316,891,606
62,752,079

5,660,272,886
5,124,503,125

527,915,379
7,854,382

9,466,711,035

42,738,615
187,237,745

85,771,231

【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

9,351,386,927
3,691,114,041
1,772,997,256
1,606,078,510

20,013,464

226,267,044


