
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      41,168,694,820 　固定負債      10,038,252,567

　　有形固定資産      36,183,159,584 　　地方債等       8,858,913,567

　　　事業用資産      10,290,178,768 　　長期未払金                  －

　　　　土地       4,989,256,976 　　退職手当引当金       1,179,339,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      12,963,210,353 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △8,077,495,297 　流動負債       1,181,444,611

　　　　工作物       1,400,599,254 　　1年内償還予定地方債等       1,066,725,308

　　　　工作物減価償却累計額     △1,031,482,518 　　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          68,027,153

　　　　航空機                  － 　　預り金          46,692,150

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他                  － 負債合計      11,219,697,178

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定          46,090,000 　固定資産等形成分      42,652,001,488

　　　インフラ資産      25,787,379,491 　余剰分（不足分）    △10,346,077,957

　　　　土地         186,058,914

　　　　建物          66,968,000

　　　　建物減価償却累計額        △49,626,000

　　　　工作物      83,363,269,183

　　　　工作物減価償却累計額    △57,789,570,606

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          10,280,000

　　　物品         910,159,142

　　　物品減価償却累計額       △804,557,817

　　無形固定資産           2,882,719

　　　ソフトウェア           2,882,719

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       4,982,652,517

　　　投資及び出資金         299,842,468

　　　　有価証券                  －

　　　　出資金         299,842,468

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          73,330,365

　　　長期貸付金             697,735

　　　基金       4,613,233,639

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



　　　　減債基金         483,488,059

　　　　その他       4,129,745,580

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △4,451,690

　流動資産       2,356,925,889

　　現金預金         864,114,141

　　未収金           9,626,118

　　短期貸付金             701,037

　　基金       1,482,605,631

　　　財政調整基金       1,482,605,631

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他                  －

　　徴収不能引当金           △121,038 純資産合計      32,305,923,531

資産合計      43,525,620,709 負債及び純資産合計      43,525,620,709

（単位：円）

科目 金額

一般会計等貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

一般会計等

科目 金額



経常費用                  8,710,149,439

　業務費用                  5,424,663,406

　　人件費                    913,338,792

　　　職員給与費                    787,433,259

　　　賞与等引当金繰入額                     68,027,153

　　　退職手当引当金繰入額                             －

　　　その他                     57,878,380

　　物件費等                  4,377,043,151

　　　物件費                  2,385,358,195

　　　維持補修費                      4,429,930

　　　減価償却費                  1,987,255,026

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                    134,281,463

　　　支払利息                    114,427,500

　　　徴収不能引当金繰入額                      2,775,280

　　　その他                     17,078,683

　移転費用                  3,285,486,033

　　補助金等                  1,295,450,525

　　社会保障給付                    818,897,778

　　他会計への繰出金                    997,182,358

　　その他                    173,955,372

経常収益                    496,148,082

　使用料及び手数料                     96,839,243

　その他                    399,308,839

純経常行政コスト                  8,214,001,357

臨時損失                             －

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                             －

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益                     25,897,403

　資産売却益                     25,897,403

　その他                             －

純行政コスト                  8,188,103,954

一般会計等行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額



44,325,241,201 △10,974,154,25033,351,086,951前年度末純資産残高

△8,188,103,954△8,188,103,954　純行政コスト（△）

7,705,258,5347,705,258,534　財源

5,873,184,2635,873,184,263　　税収等

1,832,074,2711,832,074,271　　国県等補助金

△482,845,420△482,845,420　本年度差額

△1,110,921,713 1,110,921,713　固定資産等の変動（内部変動）

681,526,731 △681,526,731　　有形固定資産等の増加

△1,987,255,026 1,987,255,026　　有形固定資産等の減少

211,697,187 △211,697,187　　貸付金・基金等の増加

△16,890,605 16,890,605　　貸付金・基金等の減少

△562,318,000△562,318,000　資産評価差額

－－　無償所管換等

－ －－　その他

△1,673,239,713 628,076,293△1,045,163,420　本年度純資産変動額

42,652,001,488 △10,346,077,95732,305,923,531本年度末純資産残高

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

一般会計等純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

一般会計等

至 平成30年03月31日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  6,642,901,159

　　業務費用支出                  3,357,415,126

　　　人件費支出                    909,427,773

　　　物件費等支出                  2,316,696,402

　　　支払利息支出                    114,427,500

　　　その他の支出                     16,863,451

　　移転費用支出                  3,285,486,033

　　　補助金等支出                  1,295,450,525

　　　社会保障給付支出                    818,897,778

　　　他会計への繰出支出                    997,182,358

　　　その他の支出                    173,955,372

　業務収入                  7,361,986,445

　　税収等収入                  5,877,563,154

　　国県等補助金収入                  1,209,209,930

　　使用料及び手数料収入                     97,114,883

　　その他の収入                    178,098,478

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                     54,097,300

業務活動収支                    773,182,586

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    964,552,215

　　公共施設等整備費支出                    754,618,454

　　基金積立金支出                    209,933,761

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    600,122,476

　　国県等補助金収入                    568,767,041

　　基金取崩収入                      2,749,950

　　貸付金元金回収収入                      2,708,082

　　資産売却収入                     25,897,403

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △364,429,739

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                  1,390,151,782

　　地方債等償還支出                  1,390,151,782

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    967,821,000

　　地方債等発行収入                    967,821,000

　　その他の収入                             －

一般会計等資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額



財務活動収支                  △422,330,782

本年度資金収支額                   △13,577,935

前年度末資金残高                    830,999,926

本年度末資金残高                    817,421,991

前年度末歳計外現金残高                     50,202,420

本年度歳計外現金増減額                    △3,510,270

本年度末歳計外現金残高                     46,692,150

本年度末現金預金残高                    864,114,141

一般会計等資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額


