
（単位：円）

金額 金額
【資産の部】 【負債の部】

固定資産 8,195,247,689 固定負債 1,827,162,692
有形固定資産 7,472,731,312 地方債等 1,458,573,560

事業用資産 3,939,358,350 長期未払金 30,773
土地 780,135,026 退職手当引当金 349,716,348
立木竹 - 損失補償等引当金 -
建物 6,431,351,069 その他 18,842,011
建物減価償却累計額 △3,584,382,847 流動負債 181,167,130
工作物 400,544,431 1年内償還予定地方債等 129,811,055
工作物減価償却累計額 △99,378,867 未払金 16,501,068
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 30,852,423
航空機 - 預り金 3,185,115
航空機減価償却累計額 - その他 817,469
その他 - 2,008,329,822
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 11,089,538 固定資産等形成分 8,570,788,394

インフラ資産 3,346,472,202 余剰分（不足分） △1,694,379,551
土地 28,165,590 他団体出資等分 -
建物 26,327,718
建物減価償却累計額 △16,317,433
工作物 7,055,569,624
工作物減価償却累計額 △4,335,867,217
その他 -
その他減価償却累計額 -
建設仮勘定 588,593,920

物品 1,012,624,852
物品減価償却累計額 △825,724,092

無形固定資産 38,688,775
ソフトウェア 3,395,844
その他 35,292,931

投資その他の資産 683,827,602
投資及び出資金 4,944,000

有価証券 -
出資金 4,944,000
その他 -

長期延滞債権 72,727,768
長期貸付金 9,518,284
基金 599,119,120

減債基金 151,135,859
その他 447,983,261

その他 1,489,740
徴収不能引当金 △3,971,310

流動資産 689,490,976
現金預金 284,561,574
未収金 28,018,704
短期貸付金 -
基金 375,540,705

財政調整基金 375,540,651
減債基金 54

棚卸資産 1,289,012
その他 203,369
徴収不能引当金 △122,388

繰延資産 - 6,876,408,843

8,884,738,665 8,884,738,665

【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成30年３月31日現在）

科目 科目

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）

金額

経常費用 2,898,255,978

業務費用 1,408,316,816

人件費 543,908,113

職員給与費 454,736,616

賞与等引当金繰入額 30,852,423

退職手当引当金繰入額 32,904,191

その他 25,414,883

物件費等 813,811,485

物件費 443,420,483

維持補修費 34,638,897

減価償却費 338,856,515

その他 △3,104,410

その他の業務費用 50,597,218

支払利息 13,719,492

徴収不能引当金繰入額 2,656,970

その他 34,220,756

移転費用 1,489,939,162

補助金等 1,416,849,904

社会保障給付 67,650,784

その他 5,438,474

経常収益 325,790,281

使用料及び手数料 168,570,540

その他 157,219,741

純経常行政コスト 2,572,465,697

臨時損失 3,688,000

災害復旧事業費 3,014,285

資産除売却損 19,054

損失補償等引当金繰入額 -

その他 654,661

臨時利益 7,602

資産売却益 2,000

その他 5,602

純行政コスト 2,576,146,095

【様式第２号】

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）

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 6,591,401,737 8,203,729,468 △1,612,327,731 -

純行政コスト（△） △2,576,146,095 △2,576,146,095 -

財源 2,515,881,881 2,515,881,881 -

税収等 1,612,933,037 1,612,933,037 -

国県等補助金 902,948,844 902,948,844 -

本年度差額 △60,264,214 △60,264,214 -

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 -

無償所管換等 7,517,468

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 337,753,855

その他 △3

本年度純資産変動額 285,007,106 367,058,926 △82,051,820 -

本年度末純資産残高 6,876,408,843 8,570,788,394 △1,694,379,551 -

【様式第３号】

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


