
（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】

期首連結貸借対照表
(平成29年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

26,851,489,668 126,328,000
12,915,219,243 3,459,473,459

424,833,400 -

58,233,295,526 29,615,438,101
54,290,962,824 25,710,429,658

△ 914,968,790 79,839,401
- -
- 17,000

31,735,808,045 319,206,984
△ 19,382,434,762 3,344,170,239

1,058,320,806 2,944,066,428

- 36,969,220
△ 283,074 負債合計 32,959,608,340

-

- -
- 208,167,985
- 75,110,205

2,142,268,701
△ 1,080,047,236

43,470,579,002

1,014,994,800 61,490,785,046
27,207,673,720 △ 30,222,219,292
6,565,784,765 9,800,000

-
1,552,758,858

△ 1,320,959,422

△ 23,890,911,512
-
-

3,893,454,434
199,744,637

414,237

48,878,268
48,809,268

69,000

2,944,617,375
-

2,944,617,375
5,000,000

199,330,400
-

250,842,753
516,983,053

-

112,868,593
3,144,620,927
1,335,635,402

△ 23,733,384
6,004,678,568
1,825,587,213

68,360,277

- 純資産合計 31,278,365,754

資産合計 64,237,974,094 負債及び純資産合計 64,237,974,094

1,808,985,525
503,902,318
355,367,092

△ 6,027,852



（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

61,222,164,227 31,782,117,601
58,057,874,943 27,950,146,363

【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

32,310,302,230 630,139,474
△ 18,766,837,754 3,442,883,333

1,981,939,766 3,003,609,155

28,040,205,794 97,908,000
12,959,142,270 3,103,923,764

424,833,400 -

- -
- 208,909,376
- 79,162,589

△ 919,930,918 57,030,118
- 70,574,363
- 17,013

50,756,800 65,390,046,375
28,835,192,812 △ 32,872,052,994
6,606,641,427 9,800,000

- 23,580,719
- 負債合計 35,225,000,934
-

△ 23,427,966,114
-
-

2,238,128,239
△ 1,137,934,930

44,420,873,990

220,936,000

18,400,822
18,332,120

68,702

135,450,200
3,842,636,567

△ 2,660,160,230

3,145,888,462
209,890,881
10,710,481

199,180,400
-
-

資産合計 負債及び純資産合計 67,752,794,315

2,481,925,481
1,679,226,746

625,651

-

67,752,794,315

△ 4,667,311

純資産合計 32,527,793,381

26,730,619

△ 23,873,211

478,060,093

2,707,204,173
-

2,707,204,173

73,634,455
6,729,921

4,161,152,227

5,000,000

6,530,630,088
1,815,095,052



（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

-

【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

27,298,805,986

9,382,880,329

3,181,124,633

2,749,729,768

208,313,236

9,178,530,270

223,081,629

5,453,303,722

2,588,908,363

878,832,139

1,691,142,419

294,420,801

748,451,974

364,436,058

39,035,243

344,980,673

17,915,925,657

8,593,447,832

143,947,555

1,531,060,778

981,284,110

549,776,668

26,025,273,568

-

25,767,745,208

32,209,939

239,429,855

-

7,620,308

21,731,742

21,731,742

279,260,102

-



（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 61,490,785,046 △ 30,222,219,292 9,800,000

純行政コスト（△） △ 26,025,273,568

財源 26,758,463,110 -

税収等 17,588,515,170

国県等補助金 9,169,947,940

本年度差額 733,189,542 -

固定資産等の変動（内部変動） 3,877,928,956 △ 3,877,928,956

有形固定資産等の増加 6,929,991,505 △ 6,929,991,505

有形固定資産等の減少 △ 3,424,379,234 3,424,379,234

貸付金・基金等の増加 977,720,343 △ 977,720,343

貸付金・基金等の減少 △ 605,403,658 605,403,658

資産評価差額 330,781

無償所管換等 255,738,775

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 △ 2,731,127 8,540,793 -

その他 △ 232,006,056 486,364,919

本年度純資産変動額 3,899,261,329 △ 2,649,833,702 -

本年度末純資産残高 65,390,046,375 △ 32,872,052,994 9,800,000

5,809,666

【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

330,781

31,278,365,754

△ 26,025,273,568

26,758,463,110

17,588,515,170

9,169,947,940

733,189,542

-

-

254,358,863

1,249,427,627

32,527,793,381

255,738,775



（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

6,060,194
253,675,570

364,436,058

【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

25,597,455,821
7,681,530,164
3,180,415,917
3,757,188,037

32,209,939

379,490,152
17,915,925,657
9,178,530,271
8,593,447,831

143,947,555
26,962,434,919
17,587,981,586
8,120,837,940
1,030,107,802

223,507,591
38,270,133

3,702,091,532
2,794,181,234

1,815,095,052
79,137,199
4,026,994

75,110,205

535,390,054
△ 25,164,553

△ 2,140,939,142

1,561,152,390
795,444,000

10,645,398

1,580,384,535

7,178,220
3,129,163,000
2,925,585,000

203,578,000

19,278,298
249,653,417

2,734,290

2,593,772,946
2,586,594,726

494,042,385

907,810,298
100,000

-
-

前年度末資金残高 1,750,477,008

本年度末資金残高 1,735,957,853

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


