
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 57,459,880,211 固定負債 7,035,740,837

有形固定資産 50,906,577,316 地方債 5,978,711,757
事業用資産 13,617,834,614 長期未払金 -

土地 3,738,073,304 退職手当引当金 995,169,812
立木竹 - 損失補償等引当金 0
建物 17,661,959,966 その他 61,859,268
建物減価償却累計額 △ 8,033,228,829 流動負債 964,896,074
工作物 1,759,336,592 1年内償還予定地方債 776,294,073
工作物減価償却累計額 △ 1,531,850,419 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 80,549,559
航空機 - 預り金 100,702,826
航空機減価償却累計額 - その他 7,349,616
その他 - 8,000,636,911
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 23,544,000 固定資産等形成分 60,528,581,480

インフラ資産 37,240,968,042 余剰分（不足分） △ 7,455,795,165
土地 2,558,043,192
建物 121,263,923
建物減価償却累計額 △ 13,723,268
工作物 38,322,725,434
工作物減価償却累計額 △ 3,747,341,239
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 741,232,045
物品減価償却累計額 △ 693,457,385

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 6,553,302,895
投資及び出資金 3,152,864,431

有価証券 -
出資金 3,152,864,431
その他 -

投資損失引当金 -
長期延滞債権 191,104,237
長期貸付金 0
基金 3,220,418,273

減債基金 1,773,167,210
その他 1,447,251,063

その他 -
徴収不能引当金 △ 11,084,046

流動資産 3,613,543,015
現金預金 473,913,991
未収金 75,294,857
短期貸付金 -
基金 3,068,701,269

財政調整基金 3,068,701,269
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 4,367,102 53,072,786,315

61,073,423,226 61,073,423,226

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表
（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 10,131,908,260
業務費用 5,560,100,197

人件費 1,422,034,609
職員給与費 1,225,190,427
賞与等引当金繰入額 80,549,559
退職手当引当金繰入額 △ 140,975,861
その他 257,270,484

物件費等 3,991,851,705
物件費 2,363,238,024
維持補修費 444,411,223
減価償却費 1,184,202,458
その他 -

その他の業務費用 146,213,883
支払利息 64,550,534
徴収不能引当金繰入額 11,140,335
その他 70,523,014

移転費用 4,571,808,063
補助金等 1,922,011,604
社会保障給付 1,307,226,663
他会計への繰出金 1,309,702,910
その他 32,866,886

経常収益 130,123,467
使用料及び手数料 54,262,517
その他 75,860,950

純経常行政コスト △ 10,001,784,793
臨時損失 6,061,081

災害復旧事業費 5,697,200
資産除売却損 363,881
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 0
その他 -

臨時利益 151,701
資産売却益 151,701
その他 -

純行政コスト △ 10,007,694,173

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書
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）

前年度末純資産残高 50,676,674,880 58,389,305,380 △ 7,712,630,500

純行政コスト（△） △ 10,007,694,173 △ 10,007,694,173

財源 12,409,264,635 12,409,264,635

税収等 10,027,374,638 10,027,374,638

国県等補助金 2,381,889,997 2,381,889,997

本年度差額 2,401,570,462 2,401,570,462

固定資産等の変動（内部変動） 2,144,735,127 △ 2,144,735,127

有形固定資産等の増加 782,170,252 △ 782,170,252

有形固定資産等の減少 △ 1,204,479,787 1,204,479,787

貸付金・基金等の増加 3,208,093,895 △ 3,208,093,895

貸付金・基金等の減少 △ 641,049,233 641,049,233

資産評価差額 - -

無償所管換等 △ 2,373,041 △ 2,373,041

その他 △ 3,085,986 △ 3,085,986 -

本年度純資産変動額 2,396,111,435 2,139,276,100 256,835,335

本年度末純資産残高 53,072,786,315 60,528,581,480 △ 7,455,795,165

純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書純資産変動計算書
自　平成２９年４月１日　

至　平成３０年３月３１日

科目 合計 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 9,079,875,376

業務費用支出 4,508,067,313
人件費支出 1,566,357,854
物件費等支出 2,823,701,910
支払利息支出 64,550,534
その他の支出 53,457,015

移転費用支出 4,571,808,063
補助金等支出 1,922,011,604
社会保障給付支出 1,307,226,663
他会計への繰出支出 1,309,702,910
その他の支出 32,866,886

業務収入 12,505,728,746
税収等収入 9,993,787,825
国県等補助金収入 2,381,889,997
使用料及び手数料収入 54,189,974
その他の収入 75,860,950

臨時支出 5,697,200
災害復旧事業費支出 5,697,200
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 3,420,156,170
【投資活動収支】

投資活動支出 3,258,391,669
公共施設等整備費支出 688,760,647
基金積立金支出 2,510,104,283
投資及び出資金支出 59,526,739
貸付金支出 -
その他の支出 -

投資活動収入 9,737,704
国県等補助金収入 -
基金取崩収入 9,416,000
貸付金元金回収収入 170,000
資産売却収入 151,704
その他の収入 -

投資活動収支 △ 3,248,653,965
【財務活動収支】

財務活動支出 745,792,012
地方債償還支出 745,792,012
その他の支出 -

財務活動収入 502,900,000
地方債発行収入 502,900,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 242,892,012
△ 71,389,807

444,600,972
373,211,165

前年度末歳計外現金残高 96,693,360
本年度歳計外現金増減額 4,009,466
本年度末歳計外現金残高 100,702,826
本年度末現金預金残高 473,913,991

前年度末資金残高
本年度末資金残高

資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書資金収支計算書
自　平成２９年４月１日　
至　平成３０年３月３１日

科目 金額

本年度資金収支額


