
【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 2,705,286   固定負債 1,152,726

    有形固定資産 2,407,524     地方債等 654,441

      事業用資産 781,372     長期未払金 423

        土地 404,913     退職手当引当金 144,822

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 644

        立木竹 10,382     その他 352,396

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 127,419

        建物 473,923     １年内償還予定地方債等 93,214

        建物減価償却累計額 -210,332     未払金 11,877

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 103,632     前受金 6

        工作物減価償却累計額 -53,552     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 16,578

        船舶 1,781     預り金 4,684

        船舶減価償却累計額 -1,696     その他 1,060

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 1,280,145

        浮標等 122 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -39   固定資産等形成分 2,729,600

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -1,222,891

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 7,668

        その他減価償却累計額 0

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 44,571

      インフラ資産 1,561,765

        土地 561,116

        土地減損損失累計額 -

        建物 103,099

        建物減価償却累計額 -61,732

        建物減損損失累計額 -

        工作物 1,957,422

        工作物減価償却累計額 -1,039,786

        工作物減損損失累計額 -

        その他 119

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 41,527

      物品 230,182

      物品減価償却累計額 -165,795

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 135,231

      ソフトウェア 761

      その他 134,470

    投資その他の資産 162,531

      投資及び出資金 37,956

        有価証券 699

        出資金 37,257

        その他 -

      投資損失引当金 -3,999

      長期延滞債権 6,626

      長期貸付金 18,467

      基金 102,662

        減債基金 26,393

        その他 76,270

      その他 1,430

      徴収不能引当金 -612

  流動資産 81,568

    現金預金 42,143

    未収金 14,339

    短期貸付金 1,330

    基金 22,984

      財政調整基金 22,984

      減債基金 -

    棚卸資産 790

    その他 1,110

    徴収不能引当金 -1,128

  繰延資産 - 純資産合計 1,506,709

資産合計 2,786,853 負債及び純資産合計 2,786,853

全体貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



【様式第2号】

（単位：百万円）

    その他 805

純行政コスト 599,998

    その他 1,753

  臨時利益 2,761

    資産売却益 1,956

    資産除売却損 959

    投資損失引当金繰入額 695

    損失補償等引当金繰入額 69

純経常行政コスト 598,449

  臨時損失 4,309

    災害復旧事業費 834

  経常収益 101,435

    使用料及び手数料 85,386

    その他 16,049

      社会保障給付 31,135

      他会計への繰出金 -

      その他 3,548

        その他 27,614

    移転費用 269,526

      補助金等 234,842

      その他の業務費用 34,311

        支払利息 6,447

        徴収不能引当金繰入額 250

        維持補修費 17,321

        減価償却費 61,173

        その他 0

        その他 13,140

      物件費等 161,124

        物件費 82,630

        職員給与費 202,689

        賞与等引当金繰入額 16,556

        退職手当引当金繰入額 2,538

  経常費用 699,884

    業務費用 430,358

      人件費 234,923

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

科目名 金額



【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 1,630,152 2,868,777 -1,238,625 -

  純行政コスト（△） -599,998 -599,998 -

  財源 629,611 629,611 -

    税収等 403,306 403,306 -

    国県等補助金 226,305 226,305 -

  本年度差額 29,613 29,613 -

  固定資産等の変動（内部変動） 16,554 -16,554

    有形固定資産等の増加 87,555 -87,555

    有形固定資産等の減少 -67,284 67,284

    貸付金・基金等の増加 48,708 -48,708

    貸付金・基金等の減少 -52,424 52,424

  資産評価差額 811 811

  無償所管換等 -157,931 -157,931

  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 4,063 1,389 2,675

  本年度純資産変動額 -123,444 -139,177 15,733 -

本年度末純資産残高 1,506,709 2,729,600 -1,222,891 -

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



【様式第4号】

（単位：百万円）

本年度末資金残高 38,212

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 42,143

    その他の収入 751

財務活動収支 -26,693

本年度資金収支額 -11,631

前年度末資金残高 49,843

比例連結割合変更に伴う差額 -

  財務活動支出 105,039

    地方債等償還支出 103,789

    その他の支出 1,250

  財務活動収入 78,346

    地方債等発行収入 77,595

    貸付金元金回収収入 14,956

    資産売却収入 3,528

    その他の収入 2,143

投資活動収支 -17,581

【財務活動収支】

    貸付金支出 13,974

    その他の支出 -

  投資活動収入 101,827

    国県等補助金収入 58,319

    基金取崩収入 22,881

【投資活動収支】

  投資活動支出 119,409

    公共施設等整備費支出 88,351

    基金積立金支出 16,697

    投資及び出資金支出 386

  臨時支出 2,515

    災害復旧事業費支出 834

    その他の支出 1,681

  臨時収入 1,146

業務活動収支 32,643

  業務収入 668,425

    税収等収入 402,815

    国県等補助金収入 164,335

    使用料及び手数料収入 85,651

    その他の収入 15,625

    移転費用支出 269,495

      補助金等支出 234,811

      社会保障給付支出 31,135

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 3,548

    業務費用支出 364,919

      人件費支出 232,372

      物件費等支出 98,631

      支払利息支出 6,447

      その他の支出 27,470

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

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 634,413


