
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 12,179,075,749 固定負債 4,858,673,010

有形固定資産 9,271,029,507 地方債 4,263,980,010
事業用資産 5,296,983,848 長期未払金 -

土地 1,304,181,794 退職手当引当金 594,693,000
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 8,500,846,943 その他 -
建物減価償却累計額 △ 4,926,963,920 流動負債 501,210,459
工作物 765,576,704 1年内償還予定地方債 314,353,740
工作物減価償却累計額 △ 346,657,673 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 34,803,748
航空機 - 預り金 152,052,971
航空機減価償却累計額 - その他 -
その他 - 5,359,883,469
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 12,894,758,997

インフラ資産 3,876,627,150 余剰分（不足分） △ 4,734,710,534
土地 2,416,051,644
建物 2,431,451,050
建物減価償却累計額 △ 1,518,278,558
工作物 11,303,258,026
工作物減価償却累計額 △ 10,755,855,012
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 466,589,399
物品減価償却累計額 △ 369,170,890

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 2,908,046,242
投資及び出資金 1,721,782,245

有価証券 78,643,882
出資金 1,643,138,363
その他 -

投資損失引当金 △ 63,199,331
長期延滞債権 79,390,148
長期貸付金 -
基金 1,181,412,511

減債基金 99,150,501
その他 1,082,262,010

その他 -
徴収不能引当金 △ 11,339,331

流動資産 1,340,856,183
現金預金 609,163,273
未収金 17,469,509
短期貸付金 -
基金 715,683,248

財政調整基金 715,683,248
減債基金 -

棚卸資産 -
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,459,847 8,160,048,463

13,519,931,932 13,519,931,932

※ 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。

貸借対照表
（平成３０年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計
資産合計 負債及び純資産合計



（単位：円）

経常費用 3,563,342,057
業務費用 2,148,330,080

人件費 1,054,567,772
職員給与費 451,987,861
賞与等引当金繰入額 34,803,748
退職手当引当金繰入額 357,531,724
その他 210,244,439

物件費等 1,011,819,594
物件費 619,901,758
維持補修費 53,408,270
減価償却費 338,509,566
その他 -

その他の業務費用 81,942,714
支払利息 48,174,505
徴収不能引当金繰入額 1,738,299
その他 32,029,910

移転費用 1,415,011,977
補助金等 796,100,351
社会保障給付 274,980,583
他会計への繰出金 340,634,063
その他 3,296,980

経常収益 76,923,264
使用料及び手数料 46,404,480
その他 30,518,784

純経常行政コスト 3,486,418,793
臨時損失 63,199,331

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 63,199,331

臨時利益 37,296,796
資産売却益 37,296,796
その他 -

純行政コスト 3,512,321,328

※ 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。

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 8,483,178,915 12,846,012,579 △ 4,362,833,664

純行政コスト（△） △ 3,512,321,328 △ 3,512,321,328

財源 3,465,792,034 3,465,792,034

税収等 2,684,702,144 2,684,702,144

国県等補助金 781,089,890 781,089,890

本年度差額 △ 46,529,294 △ 46,529,294

固定資産等の変動（内部変動） 167,181,788 △ 167,181,788

有形固定資産等の増加 485,265,965 △ 485,265,965

有形固定資産等の減少 △ 475,138,900 475,138,900

貸付金・基金等の増加 331,931,140 △ 331,931,140

貸付金・基金等の減少 △ 174,876,417 174,876,417

資産評価差額 △ 21,054 △ 21,054

無償所管換等 - -

その他 △ 276,580,104 △ 118,414,316 △ 158,165,788

本年度純資産変動額 △ 323,130,452 48,746,418 △ 371,876,870

本年度末純資産残高 8,160,048,463 12,894,758,997 △ 4,734,710,534

※ 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。

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 2,859,109,120

業務費用支出 1,444,097,143
人件費支出 694,352,000
物件費等支出 673,310,028
支払利息支出 48,174,505
その他の支出 28,260,610

移転費用支出 1,415,011,977
補助金等支出 796,100,351
社会保障給付支出 274,980,583
他会計への繰出支出 340,634,063
その他の支出 3,296,980

業務収入 3,284,390,942
税収等収入 2,680,728,242
国県等補助金収入 525,371,951
使用料及び手数料収入 47,639,965
その他の収入 30,650,784

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 425,281,822
【投資活動収支】

投資活動支出 788,245,665
公共施設等整備費支出 472,835,965
基金積立金支出 306,345,700
投資及び出資金支出 6,064,000
貸付金支出 3,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 508,870,738
国県等補助金収入 256,196,939
基金取崩収入 145,313,000
貸付金元金回収収入 3,000,000
資産売却収入 55,000,000
その他の収入 49,360,799

投資活動収支 △ 279,374,927
【財務活動収支】

財務活動支出 306,037,690
地方債償還支出 306,037,690
その他の支出 -

財務活動収入 229,144,000
地方債発行収入 229,144,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 76,893,690
69,013,205

388,097,097
457,110,302

前年度末歳計外現金残高 152,052,971
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 152,052,971
本年度末現金預金残高 609,163,273

※ 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。

前年度末資金残高
本年度末資金残高

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


