
 

  

（単位：円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 28,019,677,764 固定負債 4,005,810,651

有形固定資産 21,980,542,013 地方債等 3,439,534,490
事業用資産 5,974,421,793 長期未払金 -

土地 1,386,914,247 退職手当引当金 258,164,163

立木竹 1,077,287,800 損失補償等引当金 4,436,212
建物 8,253,777,002 その他 303,675,786
建物減価償却累計額 △ 4,783,053,406 流動負債 741,298,920

工作物 485,205,972 １年内償還予定地方債等 608,735,741
工作物減価償却累計額 △ 445,709,822 未払金 38,732,187

船舶 - 未払費用 3,180,133
船舶減価償却累計額 - 前受金 15,719,842
浮標等 - 前受収益 -

浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 45,596,492
航空機 - 預り金 28,608,448
航空機減価償却累計額 - その他 726,077

その他 - 4,747,109,571
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 31,991,359,452
インフラ資産 15,968,237,443 余剰分（不足分） △ 4,249,030,106

土地 395,671,925 他団体出資等分 607,530

建物 514,455,290

建物減価償却累計額 △ 237,860,560

工作物 31,310,320,393

工作物減価償却累計額 △ 16,207,089,208

その他 292,593

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 192,447,010

物品 318,449,926

物品減価償却累計額 △ 280,567,149

無形固定資産 314,420,821

ソフトウェア 1,936,195

その他 312,484,626

投資その他の資産 5,724,714,930

投資及び出資金 3,477,090

有価証券 -

出資金 2,873,000

その他 604,090

長期延滞債権 132,085,602

長期貸付金 81,739,200

基金 5,512,505,695

減債基金 -

その他 5,512,505,695

その他 -

徴収不能引当金 △ 5,092,657

流動資産 4,468,118,081

現金預金 349,888,728

未収金 97,076,988

短期貸付金 -

基金 3,971,681,688

財政調整基金 2,138,633,036

減債基金 1,833,048,652

棚卸資産 33,535,565

その他 15,984,146

徴収不能引当金 △ 49,034

繰延資産 2,250,602 27,742,936,876

32,490,046,447 32,490,046,447

連結貸借対照表
（平成３０年　３月３１日現在）

科　　　　　　目 科　　　　　　目

資産合計

負債合計

純資産合計

負債及び純資産合計



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）

金　　　額

経常費用 8,729,192,328

業務費用 4,065,800,788

人件費 828,337,765

職員給与費 693,227,715

賞与等引当金繰入額 45,504,967

退職手当引当金繰入額 1,039,980

その他 88,565,103

物件費等 3,107,761,641

物件費 2,002,386,783

維持補修費 97,118,453

減価償却費 810,512,565

その他 197,743,840

その他の業務費用 129,701,382

支払利息 58,468,157

徴収不能引当金繰入額 1,118,198

その他 70,115,027

移転費用 4,663,391,540

補助金等 4,243,863,069

社会保障給付 416,350,821

その他 3,177,650

経常収益 548,624,757

使用料及び手数料 188,987,200

その他 359,637,557

純経常行政コスト △ 8,180,567,571

臨時損失 19,100,584

災害復旧事業費 19,100,584

資産除売却損 -

損失補償等引当金繰入額 -

その他 -

臨時利益 7,212,851

資産売却益 7,212,851

その他 -

純行政コスト △ 8,192,455,304

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



  

（単位：円）

合計
固定資産等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 27,132,862,999 31,602,075,965 △ 4,469,212,965 607,530

純行政コスト（△） △ 8,192,455,304 △ 8,192,455,304 -

財源 8,772,924,462 8,772,924,462 -

税収等 6,820,367,186 6,820,367,186 -

国県等補助金 1,952,557,276 1,952,557,276 -

本年度差額 580,469,158 580,469,158 -

固定資産の変動（内部変動） 367,007,248 △ 367,007,248

有形固定資産等の増加 472,760,005 △ 472,760,005

有形固定資産等の減少 △ 802,476,148 802,476,148

貸付金・基金等の増加 1,177,430,173 △ 1,177,430,173

貸付金・基金等の減少 △ 480,706,782 480,706,782

資産評価差額 - -

無償所管換等 22,276,239 22,276,239

他団体出資等分の増加 - -

他団体出資等分の減少 - -

比例連結割合変更に伴う差額 607,531 - - -

その他 6,720,949 6,720,949

本年度純資産変動額 610,073,877 389,283,487 220,182,859 -

本年度末純資産残高 27,742,936,876 31,991,359,452 △ 4,249,030,106 607,530

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



 

（単位：円）

金　　　額

【業務活動収支】

業務支出 7,944,723,126

業務費用支出 3,283,865,321

人件費支出 832,286,899

物件費等支出 2,290,436,587

支払利息支出 58,468,157

その他の支出 102,673,678

移転費用支出 4,660,857,805

補助金等支出 4,241,330,677

社会保障給付支出 416,350,821

その他の支出 3,176,307

業務収入 9,138,797,021

税収等収入 6,794,225,165

国県等補助金収入 1,824,078,042

使用料及び手数料収入 158,874,555

その他の収入 361,619,259

臨時支出 19,100,584

災害復旧事業費支出 19,100,584

その他の支出 -

臨時収入 7,842,178

業務活動収支 1,182,815,489

【投資活動収支】

投資活動支出 1,470,654,001

公共施設等整備費支出 429,992,506

基金積立金支出 1,025,001,495

投資及び出資金支出 -

貸付金支出 15,660,000

その他の支出 -

投資活動収入 546,558,036

国県等補助金収入 123,694,580

基金取崩収入 367,834,253

貸付金元金回収収入 12,349,098

資産売却収入 12,389,155

その他の収入 30,290,950

投資活動収支 △ 924,095,965

【財務活動収支】

財務活動支出 715,244,870

地方債等償還支出 701,426,425

その他の支出 13,818,445

財務活動収入 322,242,267

地方債等発行収入 286,650,927

その他の収入 35,591,340

財務活動収支 △ 393,002,603

本年度資金収支額 △ 134,283,079

前年度末資金残高 475,403,250

比例連結割合変更に伴う差額 △ 19,205,547

本年度末資金残高 321,914,624

前年度末歳計外現金残高 26,334,678

本年度歳計外現金増減額 1,639,426

本年度末歳計外現金残高 27,974,104

本年度末現金預金残高 349,888,728

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


