
（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

9,623,901,665 -
1,472,381,667 936,219,332

144,957,500 -

22,131,140,570 7,836,887,879
21,081,707,016 6,891,785,339

△ 1,414,558,541 150,710,818
207,296 -

△ 207,296 -

13,302,579,519 8,883,208
△ 7,166,421,615 984,611,150

3,284,614,776 731,225,341

- 15,291,134
992,310 負債合計 8,821,499,029

△ 940,951

- -
- 62,484,628
- 24,899,229

273,195,485
△ 130,029,337
23,298,279,873

297,000 24,945,389,580
11,302,551,656 △ 8,584,832,117

64,652,797 -

12,496,600
674,656,358

△ 519,402,663

△ 12,216,043,762
-
-

1,048,855,413
192,843,000

-

578,141
578,141

-

751,326,600
-

751,326,600
-

192,843,000
-

42,841,327
66,547,300

-

520,450
2,813,728,560
2,348,837,839

△ 4,702,814
3,050,915,922

212,298,156
15,874,612

- 純資産合計 16,360,557,463

資産合計 25,182,056,492 負債及び純資産合計 25,182,056,492

464,890,721
-

10,161,701
△ 1,667,557



（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

21,497,837,698 7,584,726,154
20,481,442,915 6,632,375,349

【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

13,344,015,670 7,764,142
△ 7,451,543,742 850,769,631

3,330,447,869 747,664,927

9,400,528,737 -
1,508,513,873 944,586,663

144,957,500 -

- -
- 60,854,251
- 24,564,857

△ 1,534,607,541 1,278,761
211,208 -

△ 211,207 -

58,745,106 24,569,312,019
10,922,307,211 △ 8,150,805,246

69,680,965 -

- 16,406,835
931,244 負債合計 8,435,495,785

△ 931,243

△ 12,674,654,587
-
-

273,195,485
△ 137,032,260
23,342,560,993

41,851,584

426,984
426,984

-

48,556,615
719,309,312

△ 560,702,345

1,015,967,799
113,369,087
19,600,000
93,769,087

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 24,854,002,558

2,600,634,144
465,381,527

11,074,114

-

24,854,002,558

△ 1,920,176

純資産合計 16,418,506,773

45,840,425

△ 5,129,348

-

820,036,051
-

820,036,051

15,977,705
5,458,650

3,066,015,671

-

3,356,164,860
259,558,896



（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

9,791,189

【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

6,964,573,027

3,410,802,072

1,030,528,685

890,525,221

60,854,251

2,164,135,138

69,358,024

2,237,040,339

1,059,941,097

242,217,399

909,688,691

25,193,152

143,233,048

69,694,925

5,738,237

67,799,886

3,553,770,955

1,386,601,419

3,034,398

316,816,301

162,378,903

154,437,398

6,756,708,576

259,242

6,647,756,726

70,097,129

6,269,400

-

32,844,563

259,242

-

109,211,092

-



（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 24,945,389,580 △ 8,584,832,117 -

純行政コスト（△） △ 6,756,708,576

財源 6,665,642,165 -

税収等 4,706,369,465

国県等補助金 1,959,272,700

本年度差額 △ 91,066,411 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 407,350,977 407,350,977

有形固定資産等の増加 230,472,838 △ 230,472,838

有形固定資産等の減少 △ 918,772,571 918,772,571

貸付金・基金等の増加 356,399,238 △ 356,399,238

貸付金・基金等の減少 △ 75,450,482 75,450,482

資産評価差額 -

無償所管換等 76,793,368

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 13,457,465 △ 32,048,001 -

その他 △ 58,977,417 149,790,306

本年度純資産変動額 △ 376,077,561 434,026,871 -

本年度末純資産残高 24,569,312,019 △ 8,150,805,246 -

△ 18,590,536

【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

-

16,360,557,463

△ 6,756,708,576

6,665,642,165

4,706,369,465

1,959,272,700

△ 91,066,411

-

-

90,812,889

57,949,310

16,418,506,773

76,793,368



（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

1,411
126,640,345

69,694,925

【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

6,047,552,990
2,493,782,036
1,022,666,173
1,333,621,052

70,097,129

67,799,886
3,553,770,954
2,164,135,138
1,386,601,418

3,034,398
6,601,811,931
4,699,833,319
1,584,697,938

163,180,985
154,099,689
70,098,540

563,899,512
221,388,958

259,558,896
24,564,857
△ 334,372
24,899,229

△ 245,364,226
77,079,496

△ 288,357,024

275,542,488
247,936,640

△ 29,484,384

610,800,746

1,231,861
488,775,000
488,775,000

-

2,996,450
-

48,196

734,139,226
732,907,365

24,561,202

342,510,554
-
-
-

前年度末資金残高 187,398,927

本年度末資金残高 234,994,039

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額


