
（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

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

資産合計 37,209,206,108 負債及び純資産合計 37,209,206,108

△6,438,506

- 純資産合計 21,768,928,186

-
965,707,560
30,066,608

213,131,627
1,087,773,400
1,087,773,400

3,588,107,193
923,252,937
374,613,567

2,148,009,303
-

△6,636,667

37,482,369
2,519,582,206
371,572,903

194,818,200
255,123,548
194,447,188

3,194,816,844
449,941,748

-

13,269,477
9,150,814
4,118,663

-
4,797,583,479

△3,482,538,018

△17,361,429,589
-
-

3,055,591,273
△1,245,548,581
28,800,316,286

21,000,160 34,922,003,942
13,573,562,134 △13,153,075,756
324,632,745 -

- 236,789,697
- 負債合計 15,440,277,922
-

- -
- 100,152,462
- 22,194,978

△1,484,646,159 251,172,202
- -
- 18,528

25,654,464,411 1,116,169,781
△15,816,167,980 1,741,866,533
1,989,939,607 1,131,538,666

5,143,149,160 1,550,410,901
16,665,800 -

33,621,098,915 13,698,411,389
30,413,012,594 11,014,781,516

【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

15,524,404,999 17,049,191



（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

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

-

-

79,732,359

2,672,587

2,354,668,823

255,281,261

1,733,655,483

10,033,067

146,920,110

12,893,847,815

6,646,077,686

1,868,294,211

4,353,638,634

【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

1,528,443,085

98,956,806

49,354,771

191,539,549

9,930,674,097

82,404,946

8,707,627

424,144,841

6,247,770,129

2,889,476,399

10,004,371,416

7,210,836

270,013,895

3,797,450,734

2,447,536,395

2,783,000

1,894,842,288

994,634,111

8,015,840

691,787



(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 34,106,815,422 △12,506,579,511 -

純行政コスト（△） △9,930,674,097 -

財源 10,003,092,175 -

税収等 6,777,451,030 -

国県等補助金 3,225,641,145 -

本年度差額 72,418,078 -

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額

無償所管換等

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 -

その他

本年度純資産変動額 815,188,520 △646,496,245 -

本年度末純資産残高 34,922,003,942 △13,153,075,756 -

16,710,633

20,506,611

168,692,275

21,768,928,186

-

-

58,797,753

259,200

21,600,235,911

△9,930,674,097

10,003,092,175

6,777,451,030

3,225,641,145

72,418,078

【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

省 略


