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

　固定資産      43,934,080,348 　固定負債      10,108,561,067

　　有形固定資産      41,857,879,288 　　地方債等       8,796,147,964

　　　事業用資産      10,022,245,094 　　長期未払金                  －

　　　　土地       4,178,946,271 　　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         229,094,103

　　　　建物減価償却累計額     △6,855,374,658 　流動負債         984,933,677

　　　　工作物       1,963,998,557 　　1年内償還予定地方債等         875,743,976

　　　　工作物減価償却累計額       △593,156,600 　　未払金          26,329,405

　　　　船舶                  － 　　未払費用                  －

　　　　船舶減価償却累計額                  － 　　前受金              10,630

　　　　浮標等                  － 　　前受収益                  －

　　　　浮標等減価償却累計額                  － 　　賞与等引当金          70,481,752

　　　　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      11,093,494,744

　　　　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      46,097,175,153

　　　インフラ資産      31,525,143,735 　余剰分（不足分）    △10,373,097,093

　　　　土地         402,361,092 　他団体出資等分                  －

　　　　建物         449,716,921

　　　　建物減価償却累計額       △161,242,747

　　　　工作物      76,852,323,540

　　　　工作物減価償却累計額    △46,106,327,868

　　　　その他           7,884,433

　　　　その他減価償却累計額           △613,636

　　　　建設仮勘定          81,042,000

　　　物品       1,871,893,594

　　　物品減価償却累計額     △1,561,403,135

　　無形固定資産           6,847,815

　　　ソフトウェア                  －

　　　その他           6,847,815

　　投資その他の資産       2,069,353,245

　　　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         150,288,662

　　　長期貸付金         256,000,000

　　　基金       1,654,726,373

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

全体

科目 金額



　　　　減債基金           4,559,616

　　　　その他       1,650,166,757

　　　その他                  －

　　　徴収不能引当金        △12,218,468

　流動資産       2,883,492,456

　　現金預金         590,555,981

　　未収金          58,331,113

　　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          74,936,977

　　その他                  －

　　徴収不能引当金         △3,426,420

　繰延資産                  － 純資産合計      35,724,078,060

資産合計      46,817,572,804 負債及び純資産合計      46,817,572,804

（単位：円）

科目 金額

全体貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）

全体

科目 金額



経常費用                  8,204,975,966

　業務費用                  4,826,944,544

　　人件費                  1,158,228,087

　　　職員給与費                  1,112,476,185

　　　賞与等引当金繰入額                    △6,730,265

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

　　　その他                     45,871,167

　　物件費等                  3,540,977,398

　　　物件費                  1,494,200,157

　　　維持補修費                    144,871,215

　　　減価償却費                  1,891,959,294

　　　その他                      9,946,732

　　その他の業務費用                    127,739,059

　　　支払利息                     92,704,997

　　　徴収不能引当金繰入額                     14,431,730

　　　その他                     20,602,332

　移転費用                  3,378,031,422

　　補助金等                  2,829,006,058

　　社会保障給付                    545,227,549

　　他会計への繰出金                             －

　　その他                      3,797,815

経常収益                    566,981,236

　使用料及び手数料                    284,609,424

　その他                    282,371,812

純経常行政コスト                  7,637,994,730

臨時損失                    100,185,647

　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                     89,112,047

臨時利益                     19,075,233

　資産売却益                     19,075,233

　その他                             －

純行政コスト                  7,719,105,144

全体行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成30年03月31日

科目 金額



47,361,587,783 △10,660,551,65536,701,036,128前年度末純資産残高 －

△7,719,105,144△7,719,105,144　純行政コスト（△） －

6,678,478,1036,678,478,103　財源 －

5,312,216,8315,312,216,831　　税収等 －

1,366,261,2721,366,261,272　　国県等補助金 －

△1,040,627,041△1,040,627,041　本年度差額 －

△1,300,154,131 1,300,154,131　固定資産等の変動（内部変動） －

1,035,324,117 △1,035,324,117　　有形固定資産等の増加 －

△1,960,390,743 1,960,390,743　　有形固定資産等の減少 －

142,928,595 △142,928,595　　貸付金・基金等の増加 －

△518,016,100 518,016,100　　貸付金・基金等の減少 －

－－　資産評価差額

57,815,19657,815,196　無償所管換等

－　他団体出資等分の増加 －

－　他団体出資等分の減少 －

△22,073,695 27,927,4725,853,777　その他

△1,264,412,630 287,454,562△976,958,068　本年度純資産変動額 －

46,097,175,153 △10,373,097,09335,724,078,060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

全体純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

全体

至 平成30年03月31日

他団体出資等分



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  6,310,812,416

　　業務費用支出                  2,924,003,146

　　　人件費支出                  1,153,586,094

　　　物件費等支出                  1,657,237,723

　　　支払利息支出                     92,576,997

　　　その他の支出                     20,602,332

　　移転費用支出                  3,386,809,270

　　　補助金等支出                  2,829,006,058

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

　　　他会計への繰出支出                             －

　　　その他の支出                     12,575,663

　業務収入                  6,974,831,877

　　税収等収入                  5,311,409,071

　　国県等補助金収入                  1,102,390,272

　　使用料及び手数料収入                    281,764,478

　　その他の収入                    279,268,056

　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                    659,656,726

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    960,257,285

　　公共施設等整備費支出                    818,025,393

　　基金積立金支出                    139,231,892

　　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                    540,398,096

　　国県等補助金収入                    263,871,000

　　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                  △419,859,189

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    835,738,176

　　地方債等償還支出                    835,738,176

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    751,537,000

　　地方債等発行収入                    749,537,000

　　その他の収入                      2,000,000

全体資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成30年03月31日

科目 金額



財務活動収支                   △84,201,176

本年度資金収支額                    155,596,361

前年度末資金残高                    422,591,706

本年度末資金残高                    578,188,067

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                    590,555,981

全体資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

全体

至 平成30年03月31日

科目 金額


