
（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 11,327,644,857

資産合計 14,260,037,500 負債及び純資産合計 14,260,037,500

2,610,000
2,665,575

13,188,942
△ 90,258

-
510,702,734
508,092,734

△ 81,101
788,279,159
219,709,531
42,102,635

561,411,331
-

561,411,331
5,087,200

32,903,000
14,000,000

12,762,441
100,968

-

641,024,248
61,743,409
14,840,409

13,292,837
12,999,453

293,384

80,418,960
602,013,996

△ 292,976,003

△ 3,481,419,682
-
-

103,235,252
△ 39,812,988
8,452,340,287

244,805,560 13,982,461,075
5,120,416,738 △ 2,672,866,218

5,654,909 18,050,000

- 7,443,702
- 負債合計 2,932,392,643
-

- -
- 19,143,050
- 9,269,540

△ 1,338,241,990 40,787,515
1,527,159,332 18,224,951

△ 555,885,996 -

4,220,272,362 106,878
△ 1,419,669,809 368,293,509

4,518,606,185 273,424,751

190,940,881 175,923,565
- -

13,471,758,341 2,564,099,134
12,817,441,256 2,388,068,691

【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

7,387,986,525 -



（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

78,461

△ 88,786

2,669,690

632,620,750
-

632,620,750

36,184,988
-

362,612,331

10,087,200

557,438,712
144,502,827

資産合計 負債及び純資産合計 14,279,819,561

360,002,331
2,610,000

11,571,064

-

14,279,819,561

△ 102,188

純資産合計 11,214,078,266

9,036,838

8,862,294
12,942,998

△ 4,080,704

48,740,400
617,087,562

△ 328,632,245

703,191,806
51,457,343
27,229,343
△ 722,000
24,950,000

-

△ 3,666,899,854
316,911,960

-

105,198,544
△ 42,623,667
8,454,392,287

235,884,800 14,084,993,180
5,221,374,579 △ 2,888,964,914

5,654,909 18,050,000

- 6,380,484
- 負債合計 3,065,741,295
-

- -
- 20,261,890
- 12,032,696

△ 1,521,331,958 38,542,797
1,527,159,332 19,642,313

△ 694,857,495 -

4,660,253,316 68,845
△ 1,481,915,566 435,985,264

4,572,927,570 339,125,084

7,500,496,853 -
202,376,854 169,595,833

- -

13,722,380,849 2,629,756,031
13,010,326,749 2,460,091,353

【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 2,423,309,073

-

2,390,941,245

-

21,392,722

-

11,092,732

117,626

117,626

32,485,454

-

12,184,826

6,286,180

809,059,774

434,375,851

374,683,923

360,857,857

31,331,019

2,261,143,261

789,798,283

397,614,292

657,415,248

416,315,438

91,152,910

17,979,095

176,204

72,997,611

379,328,863

15,263,979

【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

3,200,001,019

2,820,672,156

468,375,985

398,065,257

23,715,730



（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 13,982,461,075 △ 2,672,866,218 18,050,000

純行政コスト（△） △ 2,423,309,073

財源 2,302,971,662 -

税収等 1,119,354,891

国県等補助金 1,183,616,771

本年度差額 △ 120,337,411 -

固定資産等の変動（内部変動） 64,721,560 △ 64,721,560

有形固定資産等の増加 887,487,051 △ 887,487,051

有形固定資産等の減少 △ 702,097,973 702,097,973

貸付金・基金等の増加 62,175,915 △ 62,175,915

貸付金・基金等の減少 △ 182,843,433 182,843,433

資産評価差額 △ 5,920,365

無償所管換等 10,926,314

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 1,750,110 △ 5,500 -

その他 31,054,486 △ 31,034,225

本年度純資産変動額 102,532,105 △ 216,098,696 -

本年度末純資産残高 14,084,993,180 △ 2,888,964,914 18,050,000

△ 120,337,411

-

-

20,261

△ 113,566,591

11,214,078,266

10,926,314

1,744,610

【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

△ 5,920,365

11,327,644,857

△ 2,423,309,073

2,302,971,662

1,119,354,891

1,183,616,771



（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 210,439,991

本年度末資金残高 136,320,679

本年度資金収支額

比例連結割合変更に伴う差額

△ 350,257,735

616,760
388,979,647
379,906,000

9,073,647

-
376,211
381,733

242,799,765
242,183,005

158,223,883

54,668,788
-
-
-

904,509,177
849,840,389

144,502,827
8,182,148

△ 1,087,392
9,269,540

146,179,882
△ 74,991,403

129,086,450

1,033,595,627
874,613,800

872,091

1,121,747,590
102,428,889
434,006,017
340,148,333

-

379,328,863
360,857,857
12,184,826
6,286,180

1,998,330,829

-
206,574,082

17,979,095

【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

2,555,162,646
2,175,833,783

460,979,389
1,618,737,091

-

78,138,208


