
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 16,610,910,878 固定負債 8,860,466,535

有形固定資産 12,455,948,650 地方債等 6,214,931,533
事業用資産 5,930,555,429 長期未払金 -

土地 1,705,707,021 退職手当引当金 642,124,105
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 9,395,872,222 その他 2,003,410,897
建物減価償却累計額 △ 5,652,763,778 流動負債 813,833,409
工作物 1,307,299,249 1年内償還予定地方債等 599,870,018
工作物減価償却累計額 △ 825,559,285 未払金 7,631,381
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 54,212,109
航空機 - 預り金 152,089,058
航空機減価償却累計額 - その他 30,843
その他 - 9,674,299,944
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 17,326,594,126

インフラ資産 6,087,128,894 余剰分（不足分） △ 8,562,417,810
土地 2,475,821,968 他団体出資等分 -
建物 2,905,068,842
建物減価償却累計額 △ 1,694,782,897
工作物 15,131,602,967
工作物減価償却累計額 △ 12,730,581,986
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 -

物品 2,149,133,160
物品減価償却累計額 △ 1,710,868,833

無形固定資産 1,000,396,793
ソフトウェア 71,441
その他 1,000,325,352

投資その他の資産 3,154,565,435
投資及び出資金 1,650,018,245

有価証券 78,643,882
出資金 1,571,374,363
その他 -

長期延滞債権 224,809,402
長期貸付金 -
基金 1,290,142,067

減債基金 99,150,501
その他 1,190,991,566

その他 1,023,000
徴収不能引当金 △ 11,427,279

流動資産 1,827,565,382
現金預金 1,027,857,552
未収金 82,102,818
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 3,385,821
その他 -
徴収不能引当金 △ 1,464,057

繰延資産 - 8,764,176,316
18,438,476,260 18,438,476,260

※ 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。

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

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 5,579,823,926
業務費用 2,943,498,728

人件費 1,226,528,754
職員給与費 584,871,977
賞与等引当金繰入額 52,654,565
退職手当引当金繰入額 374,992,676
その他 214,009,536

物件費等 1,536,484,143
物件費 910,052,655
維持補修費 81,521,489
減価償却費 543,111,194
その他 1,798,805

その他の業務費用 180,485,831
支払利息 106,457,259
徴収不能引当金繰入額 1,742,509
その他 72,286,063

移転費用 2,636,325,198
補助金等 2,349,892,184
社会保障給付 279,032,649
他会計への繰出金 -
その他 7,400,365

経常収益 501,464,537
使用料及び手数料 405,193,132
その他 96,271,405

純経常行政コスト 5,078,359,389
臨時損失 427,213

災害復旧事業費 -
資産除売却損 427,213
損失補償等引当金繰入額 -
その他 -

臨時利益 64,864,095
資産売却益 37,331,224
その他 27,532,871

純行政コスト 5,013,922,507

※ 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。

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）

前年度末純資産残高 8,935,931,414 17,332,935,214 △ 8,397,003,800 -

純行政コスト（△） △ 5,013,922,507 △ 5,013,922,507 -

財源 5,082,373,192 5,082,373,192 -

税収等 3,393,073,359 3,393,073,359 -

国県等補助金 1,689,299,833 1,689,299,833 -

本年度差額 68,450,685 68,450,685 -

固定資産等の変動（内部変動） 76,761,201 △ 76,761,201

有形固定資産等の増加 518,648,950 △ 518,648,950

有形固定資産等の減少 △ 617,936,733 617,936,733

貸付金・基金等の増加 370,765,496 △ 370,765,496

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 △ 40,986 △ 40,986

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

その他 △ 240,143,743 △ 83,040,249 △ 157,103,494

本年度純資産変動額 △ 171,755,098 △ 6,341,088 △ 165,414,010 -

本年度末純資産残高 8,764,176,316 17,326,594,126 △ 8,562,417,810 -

※ 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。

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 固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 4,654,594,759

業務費用支出 2,018,269,561
人件費支出 847,675,618
物件費等支出 986,353,360
支払利息支出 106,457,259
その他の支出 77,783,324

移転費用支出 2,636,325,198
補助金等支出 2,349,892,184
社会保障給付支出 279,032,649
他会計への繰出支出 -
その他の支出 7,400,365

業務収入 5,349,940,062
税収等収入 3,340,953,707
国県等補助金収入 1,506,808,864
使用料及び手数料収入 405,742,548
その他の収入 96,434,943

臨時支出 -
災害復旧事業費支出 -
その他の支出 -

臨時収入 8,995,281
業務活動収支 704,340,584
【投資活動収支】

投資活動支出 835,554,219
公共施設等整備費支出 503,565,758
基金積立金支出 323,988,461
投資及び出資金支出 5,000,000
貸付金支出 3,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 350,036,582
国県等補助金収入 146,689,154
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 55,034,428
その他の収入 -

投資活動収支 △ 485,517,637
【財務活動収支】

財務活動支出 622,540,021
地方債等償還支出 615,835,360
その他の支出 6,704,661

財務活動収入 230,819,975
地方債等発行収入 230,818,860
その他の収入 1,115

財務活動収支 △ 391,720,046
△ 172,897,099
1,048,698,807

875,801,708

前年度末歳計外現金残高 152,055,835
本年度歳計外現金増減額 9
本年度末歳計外現金残高 152,055,844
本年度末現金預金残高 1,027,857,552

※ 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

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

科目 金額

本年度資金収支額


