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

　固定資産      40,652,960,358 　固定負債       8,293,462,375

　　有形固定資産      38,719,409,815 　　地方債等       7,210,143,375

　　　事業用資産       8,971,217,567 　　長期未払金                  －

　　　　土地       3,933,919,009 　　退職手当引当金       1,083,319,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      11,148,027,652 　　その他                  －

　　　　建物減価償却累計額     △6,855,374,658 　流動負債         859,250,467

　　　　工作物         900,697,357 　　1年内償還予定地方債等         778,557,265

　　　　工作物減価償却累計額       △335,855,665 　　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          68,325,288

　　　　航空機                  － 　　預り金          12,367,914

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

　　　　その他           2,725,920 負債合計       9,152,712,842

　　　　その他減価償却累計額           △340,740 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定         177,418,692 　固定資産等形成分      42,816,055,163

　　　インフラ資産      29,693,246,348 　余剰分（不足分）     △8,743,192,009

　　　　土地         165,739,539

　　　　建物           7,756,944

　　　　建物減価償却累計額           △430,944

　　　　工作物      74,254,674,331

　　　　工作物減価償却累計額    △44,772,682,176

　　　　その他           7,313,004

　　　　その他減価償却累計額            △99,350

　　　　建設仮勘定          30,975,000

　　　物品         506,601,150

　　　物品減価償却累計額       △451,655,250

　　無形固定資産                  －

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       1,933,550,543

　　　投資及び出資金          20,556,678

　　　　有価証券           3,389,514

　　　　出資金          17,167,164

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権          74,211,282

　　　長期貸付金         256,000,000

　　　基金       1,588,815,960

（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           4,559,616

　　　　その他       1,584,256,344

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金         △6,033,377

　流動資産       2,572,615,638

　　現金預金         345,220,465

　　未収金          20,736,133

　　短期貸付金           3,000,000

　　基金       2,160,094,805

　　　財政調整基金       2,160,094,805

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産          45,250,083

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △1,685,848 純資産合計      34,072,863,154

資産合計      43,225,575,996 負債及び純資産合計      43,225,575,996

（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                  6,429,814,461

　業務費用                  4,448,309,272

　　人件費                  1,123,991,770

　　　職員給与費                  1,080,396,332

　　　賞与等引当金繰入額                    △8,886,729

　　　退職手当引当金繰入額                      6,611,000

　　　その他                     45,871,167

　　物件費等                  3,245,105,184

　　　物件費                  1,336,647,266

　　　維持補修費                    123,482,705

　　　減価償却費                  1,775,090,373

　　　その他                      9,884,840

　　その他の業務費用                     79,212,318

　　　支払利息                     68,011,899

　　　徴収不能引当金繰入額                      4,182,881

　　　その他                      7,017,538

　移転費用                  1,981,505,189

　　補助金等                  1,002,474,545

　　社会保障給付                    545,227,549

　　他会計への繰出金                    430,005,280

　　その他                      3,797,815

経常収益                    292,558,942

　使用料及び手数料                     15,011,380

　その他                    277,547,562

純経常行政コスト                  6,137,255,519

臨時損失                     99,945,195

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                     11,073,600

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                     88,871,595

臨時利益                     19,075,233

　資産売却益                     19,075,233

　その他                             －

純行政コスト                  6,218,125,481

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



44,084,304,603 △8,912,960,38635,171,344,217前年度末純資産残高

△6,218,125,481△6,218,125,481　純行政コスト（△）

5,085,482,2225,085,482,222　財源

4,226,440,2514,226,440,251　　税収等

859,041,971859,041,971　　国県等補助金

△1,132,643,259△1,132,643,259　本年度差額

△1,280,337,941 1,280,337,941　固定資産等の変動（内部変動）

939,694,337 △939,694,337　　有形固定資産等の増加

△1,843,521,822 1,843,521,822　　有形固定資産等の減少

139,917,310 △139,917,310　　貸付金・基金等の増加

△516,427,766 516,427,766　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

34,162,19634,162,196　無償所管換等

△22,073,695 22,073,695－　その他

△1,268,249,440 169,768,377△1,098,481,063　本年度純資産変動額

42,816,055,163 △8,743,192,00934,072,863,154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                  4,655,035,491

　　業務費用支出                  2,673,530,302

　　　人件費支出                  1,126,267,499

　　　物件費等支出                  1,472,233,366

　　　支払利息支出                     68,011,899

　　　その他の支出                      7,017,538

　　移転費用支出                  1,981,505,189

　　　補助金等支出                  1,002,474,545

　　　社会保障給付支出                    545,227,549

　　　他会計への繰出支出                    430,005,280

　　　その他の支出                      3,797,815

　業務収入                  5,157,512,454

　　税収等収入                  4,221,020,541

　　国県等補助金収入                    643,932,971

　　使用料及び手数料収入                     15,011,380

　　その他の収入                    277,547,562

　臨時支出                      4,362,735

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                      4,362,735

　臨時収入                             －

業務活動収支                    498,114,228

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    860,771,660

　　公共施設等整備費支出                    721,551,053

　　基金積立金支出                    136,220,607

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                      3,000,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    491,636,096

　　国県等補助金収入                    215,109,000

　　基金取崩収入                    250,828,200

　　貸付金元金回収収入                      3,000,000

　　資産売却収入                     22,698,896

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △369,135,564

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    743,733,709

　　地方債等償還支出                    743,733,709

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    717,837,000

　　地方債等発行収入                    717,837,000

　　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                   △25,896,709

本年度資金収支額                    103,081,955

前年度末資金残高                    229,770,596

本年度末資金残高                    332,852,551

前年度末歳計外現金残高                      8,402,713

本年度歳計外現金増減額                      3,965,201

本年度末歳計外現金残高                     12,367,914

本年度末現金預金残高                    345,220,465

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


