
（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 132,766,945,914 固定負債 56,299,968,664
有形固定資産 127,009,424,336 地方債等 31,240,404,072
事業用資産 26,414,330,303 長期未払金 -
土地 12,589,815,705 退職手当引当金 2,109,298,000
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 37,814,283,437 その他 22,950,266,592
建物減価償却累計額 △ 24,336,627,263 流動負債 4,411,447,015
工作物 969,922,900 1年内償還予定地方債等 3,089,355,466
工作物減価償却累計額 △ 730,968,424 未払金 691,259,340
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 187,246,295
航空機 - 預り金 422,106,451
航空機減価償却累計額 - その他 14,771,753
その他 - 60,711,415,679
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 107,903,948 固定資産等形成分 137,376,863,752

インフラ資産 98,210,612,824 余剰分（不足分） △ 54,957,491,143
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 0
その他減価償却累計額 0
建設仮勘定 204,102,681

物品 4,898,984,306
物品減価償却累計額 △ 2,514,503,097

無形固定資産 1,867,703,925
ソフトウェア 59,028,586
その他 1,808,675,339

投資その他の資産 3,889,817,653
投資及び出資金 758,034,800
有価証券 732,071,700
出資金 10,197,800
その他 15,765,300

投資損失引当金 -
長期延滞債権 437,214,020
長期貸付金 0
基金 2,768,239,002
減債基金 -
その他 2,768,239,002

その他 -
徴収不能引当金 △ 73,670,169

流動資産 10,363,842,374
現金預金 5,319,764,906
未収金 432,884,835
短期貸付金 0
基金 4,609,917,838
財政調整基金 4,267,247,826
減債基金 342,670,012

棚卸資産 5,701,723
その他 1,126,490
徴収不能引当金 △ 5,553,418

繰延資産 - 82,419,372,609
143,130,788,288 143,130,788,288

※ 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 29,795,677,581
業務費用 13,475,210,475
人件費 2,601,045,391
職員給与費 2,237,704,091
賞与等引当金繰入額 184,192,295
退職手当引当金繰入額 3,919,104
その他 175,229,901

物件費等 10,050,566,876
物件費 5,579,108,705
維持補修費 385,247,406
減価償却費 4,084,050,753
その他 2,160,012

その他の業務費用 823,598,208
支払利息 532,130,552
徴収不能引当金繰入額 64,053,289
その他 227,414,367

移転費用 16,320,467,106
補助金等 12,381,700,654
社会保障給付 3,664,404,874
他会計への繰出金 -
その他 274,361,578

経常収益 3,287,929,009
使用料及び手数料 2,169,436,215
その他 1,118,492,794

純経常行政コスト △ 26,507,748,572
臨時損失 243,894,580
災害復旧事業費 -
資産除売却損 220,500,095
投資損失引当金繰入額 -
損失補償等引当金繰入額 -
その他 23,394,485

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 △ 26,248,787,139

※ 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 81,848,918,720 138,314,541,624 △ 56,465,622,904

純行政コスト（△） △ 26,248,787,139 △ 26,248,787,139

財源 26,776,359,952 26,776,359,952

税収等 20,009,822,105 20,009,822,105

国県等補助金 6,766,537,847 6,766,537,847

本年度差額 527,572,813 527,572,813

固定資産等の変動（内部変動） △ 707,314,219 707,314,219

有形固定資産等の増加 3,411,959,287 △ 3,411,959,287

有形固定資産等の減少 △ 5,295,537,641 5,295,537,641

貸付金・基金等の増加 2,187,974,786 △ 2,187,974,786

貸付金・基金等の減少 △ 1,011,710,651 1,011,710,651

資産評価差額 △ 250,300 △ 250,300

無償所管換等 228,711,616 228,711,616

その他 △ 185,580,240 △ 458,824,969 273,244,729

本年度純資産変動額 570,453,889 △ 937,677,872 1,508,131,761

本年度末純資産残高 82,419,372,609 137,376,863,752 △ 54,957,491,143

※ 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 25,591,097,424
業務費用支出 9,270,630,318
人件費支出 2,594,922,733
物件費等支出 5,910,607,440
支払利息支出 532,130,552
その他の支出 232,969,593

移転費用支出 16,320,467,106
補助金等支出 12,381,700,654
社会保障給付支出 3,664,404,874
他会計への繰出支出 -
その他の支出 274,361,578

業務収入 28,468,979,315
税収等収入 19,515,969,235
国県等補助金収入 6,071,880,480
使用料及び手数料収入 2,167,064,329
その他の収入 714,065,271

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 2,862,405,345
【投資活動収支】
投資活動支出 4,679,207,130
公共施設等整備費支出 2,333,448,988
基金積立金支出 1,931,758,142
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 2,750,966,387
国県等補助金収入 426,851,299
基金取崩収入 971,459,813
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 △ 1,928,240,743
【財務活動収支】
財務活動支出 3,078,900,205
地方債償還支出 3,078,900,205
その他の支出 -

財務活動収入 2,217,600,000
地方債発行収入 2,217,600,000
その他の収入 -

財務活動収支 △ 861,300,205
72,864,397

4,824,794,058
4,897,658,455

前年度末歳計外現金残高 411,525,314
本年度歳計外現金増減額 10,581,137
本年度末歳計外現金残高 422,106,451
本年度末現金預金残高 5,319,764,906

※ 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


