
（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

△2,749,885

純資産合計 32,337,957,777

資産合計 負債及び純資産合計 53,018,365,187

1,731,614,067
-

3,843,320
18,473,946

-

53,018,365,187

1,793,368,641
217,868,189
701,037

1,731,614,067

5,683,525,562
349,550

3,763,119,315
△7,557,854

3,646,434
6,167,013,621

483,488,059

6,566,469,264
295,842,627

-
292,157,468
3,685,159

107,174,886

6,731,216
5,999,934
731,282

10,280,000
4,296,650,364

△3,567,617,760

△60,382,839,305
-
-

3,379,540,859
△1,447,098,678
87,874,290,243

46,090,000 50,987,560,976
29,693,839,541 △18,661,438,518
259,666,422 11,835,319

- 2,205,908
- 負債合計 20,680,407,410

-

- -
- 148,252,423
- 56,194,097

△1,605,830,679 186,906,639
- -
- -

15,655,427,054 538,023,477
△9,674,495,593 1,899,046,727
1,992,171,698 1,505,487,660

12,259,173,247 -
5,845,810,767 2,118,485,429

- -

49,255,245,872 18,781,360,683
42,682,045,392 16,124,851,777

【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

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 13,108,737,771

-

1

-

-

26,445,013

25,908,399

536,614

1

347,881,213

246,490,093

5,558,559

95,832,561

7,482,992,687

4,797,296,501

2,507,742,715

177,953,471

2,812,397,493

1,740,130,027

1,072,267,466

13,135,182,783

10,041,666

15,947,580,276

8,464,587,589

2,166,138,209

1,859,982,394

148,252,423

390,387

157,513,005

5,950,568,167

3,595,232,467

36,793,275

2,308,500,759

【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



(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 51,437,503,237 △18,947,419,738 9,456,543

純行政コスト（△） △13,111,116,547 2,378,776

財源 12,994,727,895 -

税収等 8,973,732,945 -

国県等補助金 4,020,994,950 -

本年度差額 △116,388,652 2,378,776

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 △449,942,261 285,981,220 2,378,776

本年度末純資産残高 50,987,560,976 △18,661,438,518 11,835,319

【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

-

32,499,540,042

△13,108,737,771

12,994,727,895

8,973,732,945

4,020,994,950

△114,009,876

△802,654

14,854,503

△161,582,265

32,337,957,777

-

-

△64,001,568


