
（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

25,385,909,564 -
6,146,874,112 677,998,836

- -

39,100,381,886 5,070,336,113
35,652,654,970 3,598,762,630

△ 291,782,975 16,929,984
12,206,800 240,430

△ 12,206,795 1,330,303

27,640,321,657 793,574,647
△ 10,218,619,856 475,348,543

1,283,099,379 355,015,209

- 3,223,747
- 負債合計 5,545,684,656
-

- -
- 60,116,365
- 38,492,505

553,023,835
△ 263,269,693
18,699,221,038

826,017,242 39,948,541,962
9,882,613,317 △ 4,738,794,085

135,648,086 -

39,993,600
1,940,723,455

△ 1,556,591,366

△ 9,282,003,549
-
-

3,446,704,089
107,022,265
39,508,265

1,022,827
629,837
392,990

3,315,842,281
-

3,315,842,281
240,276

67,514,000
-

25,692,517
139,021

-

-
848,160,076
636,596,076

△ 2,232,271
1,655,050,647

776,197,412
20,687,880

- 純資産合計 35,209,747,877

資産合計 40,755,432,533 負債及び純資産合計 40,755,432,533

211,564,000
1,952,667
9,961,918

△ 1,909,306



（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

41,245,442,333 5,056,411,100
37,953,105,287 3,653,732,219

【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

29,279,069,981 767,117,807
△ 10,505,493,373 507,148,905

1,640,089,498 367,853,473

26,610,886,637 -
6,111,186,809 635,561,074

- -

- -
- 58,702,785
- 44,135,764

△ 383,402,204 17,473,412
12,206,800 289,340

△ 12,206,795 1,433,958

469,435,921 42,141,763,187
10,908,096,787 △ 4,726,153,544

240,460,065 -

- 17,260,173
- 負債合計 5,563,560,005
-

△ 9,779,372,759
-
-

1,496,869,475
△ 758,623,409
19,500,518,818

20,497,790

7,340,123
6,978,083

362,040

208,244,597
2,029,530,135

△ 1,595,408,272

3,284,996,923
71,943,129
31,779,629
40,163,500

-
-

資産合計 負債及び純資産合計 42,979,169,648

684,612,854
211,708,000

19,457,230

-

42,979,169,648

△ 2,260,549

純資産合計 37,415,609,643

108,032

△ 1,789,236

2,023,233

3,194,027,602
-

3,194,027,602

23,414,117
-

896,320,854

209,606

1,733,727,315
794,772,430



（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

44,957,410

【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

8,221,931,205

3,967,854,958

1,357,391,946

855,503,627

58,702,785

3,823,390,582

398,228,124

2,487,567,521

1,011,845,452

174,788,791

1,182,641,981

118,291,297

122,895,491

51,804,205

2,701,761

68,389,525

4,254,076,247

361,861,653

68,824,012

2,743,977,600

414,689,221

2,329,288,379

5,500,682,965

5,518,216

5,477,953,605

3,290,000

18,188,122

-

6,769,454

5,518,216

-

28,247,576

-



（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 39,948,541,962 △ 4,738,794,085 -

純行政コスト（△） △ 5,500,682,965

財源 7,105,824,465 -

税収等 3,480,459,171

国県等補助金 3,625,365,294

本年度差額 1,605,141,500 -

固定資産等の変動（内部変動） 1,603,384,417 △ 1,603,384,417

有形固定資産等の増加 2,892,813,806 △ 2,892,813,806

有形固定資産等の減少 △ 1,225,543,914 1,225,543,914

貸付金・基金等の増加 798,608,915 △ 798,608,915

貸付金・基金等の減少 △ 862,494,390 862,494,390

資産評価差額 △ 7,728,650

無償所管換等 612,309,943

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 3,999,745 △ 1,116,998 -

その他 △ 18,744,230 12,000,456

本年度純資産変動額 2,193,221,225 12,640,541 -

本年度末純資産残高 42,141,763,187 △ 4,726,153,544 -

2,882,747

【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

△ 7,728,650

35,209,747,877

△ 5,500,682,965

7,105,824,465

3,480,459,171

3,625,365,294

1,605,141,500

-

-

△ 6,743,774

2,205,861,766

37,415,609,643

612,309,943



（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

1,396,880
1,696,445,081

51,804,205

【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

6,998,262,594
2,744,196,069
1,314,261,955
1,313,373,602

3,290,000

64,756,307
4,254,066,525
3,823,390,227

361,862,008
68,814,290

7,106,108,306
3,442,421,415

990,616,655
409,449,918

2,263,620,318
4,686,880

3,642,630,212
2,853,341,644

794,772,430
43,372,510
4,880,005

38,492,505

66,631,184
15,350,366

△ 1,850,884,731

1,791,745,481
949,703,727

△ 1,655,353

1,799,603,913

1,000,800
422,530,394
422,131,734

398,660

-
165,165

-

355,899,210
354,898,410

841,876,589

789,288,568
-
-
-

前年度末資金残高 737,704,907

本年度末資金残高 751,399,920

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額
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