
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 135,622,778,165 固定負債 56,782,857,108

有形固定資産 129,130,149,838 地方債等 31,458,266,578
事業用資産 27,902,552,557 長期未払金 -

土地 13,273,356,101 退職手当引当金 2,296,731,938
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 39,831,384,287 その他 23,027,858,592
建物減価償却累計額 △ 25,561,627,619 流動負債 4,496,039,935
工作物 1,217,389,717 1年内償還予定地方債等 3,135,303,236
工作物減価償却累計額 △ 966,357,109 未払金 691,797,340
船舶 - 未払費用 -
船舶減価償却累計額 - 前受金 6,707,710
浮標等 - 前受収益 -
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 220,239,295
航空機 - 預り金 422,167,601
航空機減価償却累計額 - その他 19,824,753
その他 104,000 61,278,897,043
その他減価償却累計額 △ 93,000 【純資産の部】
建設仮勘定 108,396,180 固定資産等形成分 140,514,206,803

インフラ資産 98,210,612,824 余剰分（不足分） △ 55,100,398,795
土地 20,398,054,180
建物 3,436,391,303
建物減価償却累計額 △ 831,687,891
工作物 128,511,368,459
工作物減価償却累計額 △ 53,507,615,908
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 204,102,681

物品 8,565,139,693
物品減価償却累計額 △ 5,548,155,236

無形固定資産 1,867,704,925
ソフトウェア 59,028,586
その他 1,808,676,339

投資その他の資産 4,624,923,402
投資及び出資金 803,731,800

有価証券 776,063,700
出資金 11,902,800
その他 15,765,300

投資損失引当金 -
長期延滞債権 437,287,248
長期貸付金 -
基金 3,135,247,940

減債基金 -
その他 3,135,247,940

その他 322,332,000
徴収不能引当金 △ 73,675,586

流動資産 11,069,926,886
現金預金 5,741,813,360
未収金 433,586,872
短期貸付金 -
基金 4,891,428,639

財政調整基金 4,548,758,627
減債基金 342,670,012

棚卸資産 7,546,723
その他 1,126,490
徴収不能引当金 △ 5,575,198

繰延資産 - 85,413,808,008
146,692,705,051 146,692,705,051

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 34,813,211,776
業務費用 14,908,685,842
人件費 3,129,296,847
職員給与費 2,698,427,302
賞与等引当金繰入額 217,185,295
退職手当引当金繰入額 36,807,104
その他 176,877,146

物件費等 10,842,900,538
物件費 6,108,086,072
維持補修費 455,497,037
減価償却費 4,276,812,417
その他 2,505,012

その他の業務費用 936,488,457
支払利息 533,586,057
徴収不能引当金繰入額 64,069,661
その他 338,832,739

移転費用 19,904,525,934
補助金等 10,251,928,024
社会保障給付 9,377,643,151
他会計への繰出金 -
その他 274,954,759

経常収益 3,448,361,233
使用料及び手数料 2,222,088,618
その他 1,226,272,615

純経常行政コスト 31,364,850,543
臨時損失 245,749,580
災害復旧事業費 -
資産除売却損 222,264,095
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 23,485,485

臨時利益 502,856,013
資産売却益 502,590,087
その他 265,926

純行政コスト 31,107,744,110

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 84,665,439,634 141,264,390,666 △ 56,598,951,032

純行政コスト（△） △ 31,107,744,110 △ 31,107,744,110

財源 31,729,508,850 31,729,508,850

税収等 22,459,279,884 22,459,279,884

国県等補助金 9,270,228,966 9,270,228,966

本年度差額 621,764,740 621,764,740

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 △ 250,300

無償所管換等 259,975,616

連結割合変更に伴う差額 52,109,558

その他 △ 185,231,240

本年度純資産変動額 748,368,374 △ 750,183,863 1,498,552,237

本年度末純資産残高 85,413,808,008 140,514,206,803 △ 55,100,398,795

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）

省 略



（単位：円）

【業務活動収支】
業務支出 30,377,869,256
業務費用支出 10,473,392,649
人件費支出 3,089,323,189
物件費等支出 6,509,535,438
支払利息支出 533,586,057
その他の支出 340,947,965

移転費用支出 19,904,476,607
補助金等支出 10,251,928,024
社会保障給付支出 9,377,593,824
他会計への繰出支出 -
その他の支出 274,954,759

業務収入 33,537,693,810
税収等収入 21,965,426,014
国県等補助金収入 8,575,571,599
使用料及び手数料収入 2,219,716,732
その他の収入 776,979,466

臨時支出 15,476,546
災害復旧事業費支出 15,476,546
その他の支出 -

臨時収入 -
業務活動収支 3,144,348,009
【投資活動収支】
投資活動支出 4,991,518,981
公共施設等整備費支出 2,483,026,596
基金積立金支出 2,094,492,386
投資及び出資金支出 200,000,000
貸付金支出 214,000,000
その他の支出 -

投資活動収入 2,808,172,947
国県等補助金収入 426,851,299
基金取崩収入 1,028,666,373
貸付金元金回収収入 214,000,000
資産売却収入 991,236,756
その他の収入 147,418,519

投資活動収支 △ 2,183,346,034
【財務活動収支】
財務活動支出 3,155,371,800
地方債償還支出 3,155,371,800
その他の支出 -

財務活動収入 2,303,841,000
地方債発行収入 2,303,841,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 851,530,800
109,471,174
5,208,948,302
1,226,292

5,319,645,768

前年度末歳計外現金残高 411,527,329
本年度歳計外現金増減額 10,640,263
本年度末歳計外現金残高 422,167,592
本年度末現金預金残高 5,741,813,360

前年度末資金残高
比例連結割合変更に伴う差額
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


