
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：円）

金　　額 金　　額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 26,645,349,634 固定負債 3,208,953,574

有形固定資産 21,125,747,695 地方債等 3,208,953,574
事業用資産 5,609,666,627 長期未払金 -

土地 1,344,512,933 退職手当引当金 -

立木竹 1,077,287,800 損失補償等引当金 -
建物 7,196,409,231 その他 -
建物減価償却累計額 △ 4,044,024,627 流動負債 644,687,526

工作物 400,577,200 １年内償還予定地方債等 573,862,575
工作物減価償却累計額 △ 365,095,910 未払金 -

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 42,930,332
航空機 - 預り金 27,894,619
航空機減価償却累計額 - その他 -

その他 - 3,853,641,100
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 30,535,136,410
インフラ資産 15,502,300,795 余剰分（不足分） △ 3,593,183,407

土地 391,448,617 他団体出資等分 -

建物 494,728,000

建物減価償却累計額 △ 230,351,580

工作物 30,918,514,186

工作物減価償却累計額 △ 16,080,359,126

その他 -

その他減価償却累計額 -

建設仮勘定 8,320,698

物品 203,256,093

物品減価償却累計額 △ 189,475,820

無形固定資産 518,400

ソフトウェア 518,400

その他 -

投資その他の資産 5,519,083,539

投資及び出資金 339,102,600

有価証券 14,000,000

出資金 325,102,600

その他 -

長期延滞債権 128,536,119

長期貸付金 81,739,200

基金 4,972,914,958

減債基金 -

その他 4,972,914,958

その他 -

徴収不能引当金 △ 3,209,338

流動資産 4,150,244,469

現金預金 181,699,893

未収金 46,851,862

短期貸付金 -

基金 3,889,786,776

財政調整基金 2,056,738,124

減債基金 1,833,048,652

棚卸資産 31,954,972

その他 -

徴収不能引当金 △ 49,034

繰延資産 - 26,941,953,003

30,795,594,103 30,795,594,103

全体貸借対照表
（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



  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

（単位：円）

金　　　額

経常費用 5,973,244,459

業務費用 3,606,293,362

人件費 753,404,578

職員給与費 651,820,485

賞与等引当金繰入額 42,930,332

退職手当引当金繰入額 -

その他 58,653,761

物件費等 2,730,989,982

物件費 1,894,531,517

維持補修費 81,813,222

減価償却費 753,216,533

その他 1,428,710

その他の業務費用 121,898,802

支払利息 53,322,817

徴収不能引当金繰入額 1,118,198

その他 67,457,787

移転費用 2,366,951,097

補助金等 1,947,946,476

社会保障給付 416,350,821

その他 2,653,800

経常収益 224,240,750

使用料及び手数料 143,643,333

その他 80,597,417

純経常行政コスト △ 5,749,003,709

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 △ 5,760,891,442

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 26,352,863,454 30,231,295,152 △ 3,878,431,698 -

純行政コスト（△） △ 5,760,891,442 △ 5,760,891,442 -

財源 6,318,153,601 6,318,153,601 -

税収等 5,330,512,140 5,330,512,140 -

国県等補助金 987,641,461 987,641,461 -

本年度差額 557,262,159 557,262,159 -

固定資産の変動（内部変動） 281,565,019 △ 281,565,019

有形固定資産等の増加 341,724,807 △ 341,724,807

有形固定資産等の減少 △ 753,216,533 753,216,533

貸付金・基金等の増加 1,188,184,408 △ 1,188,184,408

貸付金・基金等の減少 △ 495,127,663 495,127,663

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 - - - -

その他 9,551,151 9,551,151

本年度純資産変動額 589,089,549 303,841,258 285,248,291 -

本年度末純資産残高 26,941,953,003 30,535,136,410 △ 3,593,183,407 -

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



     

（単位：円）

金　　　額

【業務活動収支】

業務支出 5,222,617,836

業務費用支出 2,855,666,739

人件費支出 757,112,686

物件費等支出 1,977,773,449

支払利息支出 53,322,817

その他の支出 67,457,787

移転費用支出 2,366,951,097

補助金等支出 1,947,946,476

社会保障給付支出 416,350,821

その他の支出 2,653,800

業務収入 6,378,315,941

税収等収入 5,315,677,215

国県等補助金収入 862,494,683

使用料及び手数料収入 119,532,324

その他の収入 80,611,719

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 1,144,439,699

【投資活動収支】

投資活動支出 1,393,628,693

公共施設等整備費支出 341,724,807

基金積立金支出 1,005,943,886

投資及び出資金支出 30,300,000

貸付金支出 15,660,000

その他の支出 -

投資活動収入 504,542,853

国県等補助金収入 117,304,600

基金取崩収入 362,500,000

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 -

投資活動収支 △ 889,085,840

【財務活動収支】

財務活動支出 663,593,974

地方債等償還支出 663,593,974

その他の支出 -

財務活動収入 250,249,000

地方債等発行収入 250,249,000

その他の収入 -

財務活動収支 △ 413,344,974

本年度資金収支額 △ 157,991,115

前年度末資金残高 311,796,389

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 153,805,274

前年度末歳計外現金残高 26,299,692

本年度歳計外現金増減額 1,594,927

本年度末歳計外現金残高 27,894,619

本年度末現金預金残高 181,699,893

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


