＊出力条件
＊会計年度 ： H29
＊出力帳票選択 ： 財務書類
＊団体区分 ：
＊団体／会計コード ：
＊出力範囲 ： 年次
＊出力金額単位 ： 円

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）
科目
【資産の部】
固定資産
有形固定資産
事業用資産
土地
立木竹
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
船舶
船舶減価償却累計額
浮標等
浮標等減価償却累計額
航空機
航空機減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建物仮勘定
インフラ資産
土地
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
建物仮勘定
物品
物品減価償却累計額
無形固定資産
ソフトウエア
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
資産合計

金額

科目

【負債の部】
52,613,935,852
固定負債
46,606,103,216
地方債
14,996,158,598
長期未払金
1,332,736,289
退職手当引当金
5,239,836,360
損失補償等引当金
19,697,077,988
その他
△ 11,875,275,489
流動負債
521,742,509
1年内償還予定地方債
△ 28,671,559
未払金
未払費用
前受金
前受収益
賞与等引当金
預り金
その他
負債合計
- 【純資産の部】
108,712,800
固定資産等形成分
31,460,124,063
余剰分（不足分）
1,226,119
1,935,111,209
△ 1,076,224,861
69,135,248,532
△ 38,694,700,082
159,463,146
305,094,698
△ 155,274,143
51,209,856
51,209,856
5,956,622,780
72,670,200
970,000
71,700,200
101,023,021
450,000,000
5,336,834,104
5,336,834,104
△ 3,904,545
3,798,084,130
323,916,923
15,644,250
0
3,459,188,076
2,316,863,206
1,142,324,870
0
80,989
純資産合計
△ 746,108
負債及び純資産合計
56,412,019,982

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

（単位：円）
金額
9,499,986,762
8,605,480,301
874,782,461
19,724,000
855,023,354
768,963,019
0
1
75,142,159
10,918,175
10,355,010,115
55,057,550,614
△ 9,000,540,747

46,057,009,867
56,412,019,982
0

＊出力条件
＊会計年度 ： H29
＊出力帳票選択 ： 財務書類
＊団体区分 ：
＊団体／会計コード ：
＊出力範囲 ： 年次
＊出力金額単位 ： 円

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
（単位：円）
科目
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
他会計への繰出金
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
※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

9,077,896,794
6,002,608,268
1,022,540,677
1,043,994,038
14,385,424
△ 77,759,765
41,920,980
4,891,041,376
2,695,554,228
231,943,767
1,957,780,141
5,763,240
89,026,215
68,962,592
△ 307,864
20,371,487
3,075,288,526
2,354,749,621
274,451,298
433,959,452
12,128,155
468,932,711
269,096,125
199,836,586
△ 8,608,964,083
270,976,720
270,976,720
22,831,862
22,831,862
△ 8,857,108,941

＊出力条件
＊会計年度 ： H29
＊出力帳票選択 ： 財務書類
＊団体区分 ：
＊団体／会計コード ：
＊出力範囲 ： 年次
＊出力金額単位 ： 円

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
（単位：円）
科目
前年度未純資産残高
純行政コスト（△）

合計
44,044,634,420

固定資産
等形成分
53,151,593,944

除剰分
（不足分）
△ 9,106,959,524

△ 8,857,108,941

△ 8,857,108,941

8,225,418,710

8,225,418,710

税収等

7,100,445,576

7,100,445,576

国県等補助金

1,124,973,134

1,124,973,134

財源

本年度差額

△ 631,690,231

固定資産等の変動（内部変動）

△ 631,690,231
△ 932,143,331

932,143,331

有形固定資産等の増加

1,118,031,720

△ 1,118,032,720

有形固定資産等の減少

△ 2,409,541,486

2,409,541,486

貸付金・基金等の増加

3,032,245,931

△ 3,032,245,931

貸付金・基金等の減少

△ 2,672,879,496

2,672,879,496

資産評価差額

-

-

無償所管換等

2,644,065,678

2,644,065,678

その他
本年度純資産変動額
本年度未純資産残高

-

-

-

2,012,375,447

1,711,922,347

300,453,100

46,057,009,867

54,863,516,291

△ 8,806,506,424

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

＊出力条件
＊会計年度 ： H29
＊出力帳票選択 ： 財務書類
＊団体区分 ：
＊団体／会計コード ：
＊出力範囲 ： 年次
＊出力金額単位 ： 円

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
（単位：円）
科目

金額

【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
他会計への繰出支出
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
地方債償還支出
その他の支出
財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入
財務活動収支
本年度資金収支額
前年度未資金残高
本年度未資金残高
前年度未歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度未歳計外現金残高
本年度未現金預金残高
※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

7,193,390,700
4,118,102,174
1,095,595,018
2,934,192,393
68,962,592
19,352,171
3,075,288,526
2,354,749,621
274,451,298
433,959,452
12,128,155
8,440,577,764
7,102,042,437
869,016,734
269,839,545
199,679,048
270,976,720
270,976,720
976,210,344
3,547,001,991
1,657,948,870
1,319,009,235
3,000,000
567,043,886
1,806,529,351
255,956,400
1,407,484,971
117,043,886
26,044,094
△ 1,740,472,640
725,604,042
725,604,042
1,401,024,052
1,401,016,000
8,052
682,920,010
△ 81,342,286
375,617,034
293,274,748
29,686,763
955,412
30,642,175
323,916,923

＊出力条件
＊会計年度 ： H29
＊出力帳票選択 ： 財務書類
＊団体区分 ：
＊団体／会計コード ：
＊出力範囲 ： 年次
＊出力金額単位 ： 円

連結行政コスト及び純資産変動計算書
自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日
（単位：円）
科目
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
他会計への繰出金
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
財源
税収等
国県等補助金
本年度差額
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
その他
本年度純資産変動額
前年度未純資産残高
本年度未純資産残高

金額
9,077,896,786
6,002,608,268
1,022,540,677
1,043,994,038
14,385,424
△ 77,739,765
41,920,980
4,891,041,376
2,695,554,228
231,943,767
1,957,780,141
5,763,240
89,026,215
68,962,592
△ 307,864
20,371,487
3,075,288,526
2,354,749,621
274,451,298
433,959,452
12,128,155
468,932,711
269,096,125
199,836,586
△ 8,608,964,083
270,976,720
270,976,720
22,831,862
22,831,862
△ 8,857,108,941
8,225,418,710
7,100,445,576
1,124,973,134
△ 631,690,231

2,644,065,678
2,050,871,685
44,044,634,420
46,057,009,867

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

金額
固定資産等形成分

△ 932,143,331
1,118,031,720
△ 2,409,541,486
3,032,245,931
△ 2,672,879,496
2,644,065,678
1,711,922,347
53,151,593,944
54,863,516,291

除剰分（不足分）
△ 8,857,108,941
8,225,418,710
7,100,445,576
1,124,973,134
△ 631,690,231
932,143,331
△ 1,118,031,720
2,409,541,486
△ 3,032,245,931
2,672,879,496

338,949,338
△ 9,106,959,524
△ 8,806,506,424

