
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 13,765,495,986 固定負債 6,378,801,563

有形固定資産 10,711,857,134 地方債等 5,537,884,496
事業用資産 5,643,736,635 長期未払金 -

土地 1,650,934,581 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 246,224,067
建物減価償却累計額 △ 4,926,963,920 流動負債 722,489,469
工作物 765,576,704 1年内償還予定地方債等 529,060,436
工作物減価償却累計額 △ 346,657,673 未払金 1,232,100
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 40,120,844
航空機 - 預り金 152,052,971
航空機減価償却累計額 - その他 23,118
その他 - 7,101,291,032
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 0 固定資産等形成分 14,481,179,234

インフラ資産 4,816,085,703 余剰分（不足分） △ 6,169,043,284
土地 2,447,355,941
建物 2,553,815,229
建物減価償却累計額 △ 1,573,183,959
工作物 13,595,306,644
工作物減価償却累計額 △ 12,207,208,152
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 1,070,453,235
物品減価償却累計額 △ 818,418,439

無形固定資産 -
ソフトウェア -
その他 -

投資その他の資産 3,053,638,852
投資及び出資金 1,650,782,245

有価証券 78,643,882
出資金 1,572,138,363
その他 -

投資損失引当金 △ 63,199,331
長期延滞債権 224,780,639
長期貸付金 -
基金 1,251,679,578

減債基金 99,150,501
その他 1,152,529,077

その他 1,023,000
徴収不能引当金 △ 11,427,279

流動資産 1,647,930,996
現金預金 877,312,774
未収金 56,399,031
短期貸付金 0
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 △ 1,464,057

繰延資産 - 8,312,135,950
15,413,426,982 15,413,426,982

※ 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。

全体貸借対照表
（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 4,772,075,129
業務費用 2,527,278,105

人件費 1,109,086,221
職員給与費 499,645,558
賞与等引当金繰入額 38,563,300
退職手当引当金繰入額 357,531,724
その他 213,345,639

物件費等 1,272,328,896
物件費 828,101,785
維持補修費 61,445,040
減価償却費 382,369,457
その他 412,614

その他の業務費用 145,862,988
支払利息 88,937,536
徴収不能引当金繰入額 1,742,509
その他 55,182,943

移転費用 2,244,797,024
補助金等 1,961,629,961
社会保障給付 277,650,583
他会計への繰出金 0
その他 5,516,480

経常収益 324,162,928
使用料及び手数料 282,971,717
その他 41,191,211

純経常行政コスト △ 4,447,912,201
臨時損失 63,460,657

災害復旧事業費 -
資産除売却損 261,326
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 55,834,386
資産売却益 37,296,796
その他 18,537,590

純行政コスト △ 4,455,538,472

※ 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。

全体行政コスト計算書
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 8,560,736,765 14,401,825,989 △ 5,841,089,224

純行政コスト（△） △ 4,455,538,472 △ 4,455,538,472

財源 4,447,100,748 4,447,100,748

税収等 3,244,889,049 3,244,889,049

国県等補助金 1,202,211,699 1,202,211,699

本年度差額 △ 8,437,724 △ 8,437,724

固定資産等の変動（内部変動） 161,350,548 △ 161,350,548

有形固定資産等の増加 511,433,529 △ 511,433,529

有形固定資産等の減少 △ 520,228,441 520,228,441

貸付金・基金等の増加 364,861,972 △ 364,861,972

貸付金・基金等の減少 △ 194,716,512 194,716,512

資産評価差額 △ 21,054 △ 21,054

無償所管換等 - -

その他 △ 240,142,037 △ 81,976,249 △ 158,165,788

本年度純資産変動額 △ 248,600,815 79,353,245 △ 327,954,060

本年度末純資産残高 8,312,135,950 14,481,179,234 △ 6,169,043,284

※ 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。

全体純資産変動計算書
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 4,025,334,689

業務費用支出 1,780,537,665
人件費支出 748,150,340
物件費等支出 889,954,239
支払利息支出 88,937,536
その他の支出 53,495,550

移転費用支出 2,244,797,024
補助金等支出 1,961,629,961
社会保障給付支出 277,650,583
他会計への繰出支出 0
その他の支出 5,516,480

業務収入 4,503,163,136
税収等収入 3,231,825,029
国県等補助金収入 946,493,760
使用料及び手数料収入 283,521,133
その他の収入 41,323,214

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 477,828,447
【投資活動収支】

投資活動支出 823,713,665
公共施設等整備費支出 496,535,965
基金積立金支出 318,113,700
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 459,509,939
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 0

投資活動収支 △ 364,203,726
【財務活動収支】

財務活動支出 516,876,852
地方債償還支出 516,876,852
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 △ 287,732,852
△ 174,108,131

899,367,934
725,259,803

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 877,312,774

※ 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

全体資金収支計算書
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



（単位：円）

経常費用 4,772,075,129
業務費用 2,527,278,105

人件費 1,109,086,221 　
職員給与費 499,645,558
賞与等引当金繰入額 38,563,300
退職手当引当金繰入額 357,531,724
その他 213,345,639

物件費等 1,272,328,896
物件費 828,101,785
維持補修費 61,445,040
減価償却費 382,369,457
その他 412,614

その他の業務費用 145,862,988
支払利息 88,937,536
徴収不能引当金繰入額 1,742,509
その他 55,182,943

移転費用 2,244,797,024
補助金等 1,961,629,961
社会保障給付 277,650,583
他会計への繰出金 0
その他 5,516,480

経常収益 324,162,928
使用料及び手数料 282,971,717
その他 41,191,211

純経常行政コスト △ 4,447,912,201
臨時損失 63,460,657

災害復旧事業費 -
資産除売却損 261,326
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 55,834,386
資産売却益 37,296,796
その他 18,537,590

純行政コスト △ 4,455,538,472 △ 4,455,538,472
財源 4,447,100,748 4,447,100,748

税収等 3,244,889,049 3,244,889,049
国県等補助金 1,202,211,699 1,202,211,699

本年度差額 △ 8,437,724 △ 8,437,724
固定資産等の変動（内部変動） 161,350,548 △ 161,350,548

有形固定資産等の増加 511,433,529 △ 511,433,529
有形固定資産等の減少 △ 520,228,441 520,228,441
貸付金・基金等の増加 364,861,972 △ 364,861,972
貸付金・基金等の減少 △ 194,716,512 194,716,512

資産評価差額 △ 21,054 △ 21,054
無償所管換等 - -
その他 △ 240,142,037 △ 81,976,249 △ 158,165,788

本年度純資産変動額 △ 248,600,815 79,353,245 △ 327,954,060
前年度末純資産残高 8,560,736,765 14,401,825,989 △ 5,841,089,224
本年度末純資産残高 8,312,135,950 14,481,179,234 △ 6,169,043,284

※ 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。

自　平成２９年４月　１日
至　平成３０年３月３１日

全体行政コスト及び純資産変動計算書

科目 金額

金額
固定資産等形成分 余剰分（不足分）


