
【様式第1号】

（単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,213,495   固定負債 703,852

    有形固定資産 2,043,919     地方債 555,034

      事業用資産 728,422     長期未払金 423

        土地 384,013     退職手当引当金 140,614

        立木竹 10,369     損失補償等引当金 644

        建物 419,641     その他 7,137

        建物減価償却累計額 -180,469   流動負債 102,132

        工作物 101,277     １年内償還予定地方債 81,423

        工作物減価償却累計額 -51,829     未払金 491

        船舶 1,781     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,696     前受金 -

        浮標等 122     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -39     賞与等引当金 15,114

        航空機 -     預り金 4,428

        航空機減価償却累計額 -     その他 677

        その他 7,666 負債合計 805,985

        その他減価償却累計額 0 【純資産の部】

        建設仮勘定 37,585   固定資産等形成分 2,238,586

      インフラ資産 1,307,245   余剰分（不足分） -788,029

        土地 540,924

        建物 68,620

        建物減価償却累計額 -45,521

        工作物 1,623,558

        工作物減価償却累計額 -902,962

        その他 119

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 22,507

      物品 52,533

      物品減価償却累計額 -44,280

    無形固定資産 6,207

      ソフトウェア 761

      その他 5,445

    投資その他の資産 163,370

      投資及び出資金 37,257

        有価証券 -

        出資金 37,257

        その他 -

      投資損失引当金 -3,999

      長期延滞債権 6,533

      長期貸付金 21,522

      基金 102,662

        減債基金 26,393

        その他 76,270

      その他 -

      徴収不能引当金 -607

  流動資産 43,046

    現金預金 15,848

    未収金 1,231

    短期貸付金 2,106

    基金 22,984

      財政調整基金 22,984

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 912

    徴収不能引当金 -36 純資産合計 1,450,557

資産合計 2,256,542 負債及び純資産合計 2,256,542

一般会計等貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

一般会計等行政コスト計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

  経常費用 621,302

    業務費用 348,723

      人件費 199,745

        職員給与費 179,449

        賞与等引当金繰入額 15,114

        退職手当引当金繰入額 -

        その他 5,182

      物件費等 118,417

        物件費 60,768

        維持補修費 15,370

        減価償却費 42,279

        その他 -

      その他の業務費用 30,561

        支払利息 4,504

        徴収不能引当金繰入額 245

        その他 25,812

    移転費用 272,579

      補助金等 231,744

      社会保障給付 31,135

      他会計への繰出金 9,051

      その他 650

  経常収益 37,986

    使用料及び手数料 23,696

    その他 14,290

純経常行政コスト 583,316

  臨時損失 1,791

    災害復旧事業費 834

    資産除売却損 121

    投資損失引当金繰入額 695

    損失補償等引当金繰入額 69

    その他 -

純行政コスト 584,309

    その他 72

  臨時利益 798

    資産売却益 798



【様式第3号】

（単位：百万円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分)

前年度末純資産残高 1,573,209 2,374,607 -801,397

  純行政コスト（△） -584,309 -584,309

  財源 616,897 616,897

    税収等 403,148 403,148

    国県等補助金 213,749 213,749

  本年度差額 32,589 32,589

  固定資産等の変動（内部変動） 19,657 -19,657

    有形固定資産等の増加 70,204 -70,204

    有形固定資産等の減少 -46,089 46,089

    貸付金・基金等の増加 49,028 -49,028

    貸付金・基金等の減少 -53,487 53,487

  資産評価差額 811 811

  無償所管換等 -157,877 -157,877

  その他 1,825 1,389 436

  本年度純資産変動額 -122,652 -136,021 13,369

本年度末純資産残高 1,450,557 2,238,586 -788,029

一般会計等純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日



【様式第4号】

（単位：百万円）

一般会計等資金収支計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 577,263

    業務費用支出 304,715

      人件費支出 198,270

      物件費等支出 76,138

      支払利息支出 4,504

      その他の支出 25,803

    移転費用支出 272,548

      補助金等支出 231,713

      社会保障給付支出 31,135

      他会計への繰出支出 9,051

      その他の支出 650

  業務収入 604,619

    税収等収入 402,859

    国県等補助金収入 164,170

    使用料及び手数料収入 23,724

    その他の収入 13,866

  臨時支出 834

    災害復旧事業費支出 834

    その他の支出 -

  臨時収入 341

業務活動収支 26,864

【投資活動収支】

  投資活動支出 98,856

    公共施設等整備費支出 67,132

    基金積立金支出 16,697

    投資及び出資金支出 386

    貸付金支出 14,640

    その他の支出 -

  投資活動収入 88,222

    国県等補助金収入 49,238

    基金取崩収入 22,881

    貸付金元金回収収入 15,214

    資産売却収入 889

    その他の収入 -

投資活動収支 -10,634

【財務活動収支】

  財務活動支出 89,263

    地方債償還支出 88,071

    その他の支出 1,192

  財務活動収入 70,081

    地方債発行収入 69,332

前年度末歳計外現金残高 3,616

本年度歳計外現金増減額 314

本年度末歳計外現金残高 3,931

本年度末現金預金残高 15,848

    その他の収入 750

財務活動収支 -19,181

本年度資金収支額 -2,951

前年度末資金残高 14,869

本年度末資金残高 11,918


