
（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 870,367   固定負債 655,526

    有形固定資産 738,851     地方債 576,033

      事業用資産 190,980     長期未払金 318

        土地 62,396     退職手当引当金 73,328

        立木竹 7,345     損失補償等引当金 5,846

        建物 273,626     その他 -

        建物減価償却累計額 -154,443   流動負債 81,643

        工作物 7,315     １年内償還予定地方債 67,513

        工作物減価償却累計額 -6,531     未払金 143

        船舶 3,100     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -3,100     前受金 -

        浮標等 46     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -46     賞与等引当金 5,113

        航空機 2,159     預り金 521

        航空機減価償却累計額 -1,295     その他 8,353

        その他 0 負債合計 737,168

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 409   固定資産等形成分 899,932

      インフラ資産 542,218   余剰分（不足分） -730,044

        土地 24,588

        建物 4,718

        建物減価償却累計額 -3,160

        工作物 2,215,493

        工作物減価償却累計額 -1,714,446

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,025

      物品 21,093

      物品減価償却累計額 -15,439

    無形固定資産 359

      ソフトウェア 358

      その他 1

    投資その他の資産 131,157

      投資及び出資金 39,664

        有価証券 704

        出資金 38,960

        その他 0

      投資損失引当金 -8,065

      長期延滞債権 2,575

      長期貸付金 53,454

      基金 44,558

        減債基金 4,619

        その他 39,939

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,029

  流動資産 36,690

    現金預金 6,809

    未収金 337

    短期貸付金 6,900

    基金 22,665

      財政調整基金 4,002

      減債基金 18,662

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -21 純資産合計 169,888

資産合計 907,057 負債及び純資産合計 907,057

一般会計等 貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



（単位：百万円）

    その他 212

純行政コスト 285,585

    その他 -

  臨時利益 761

    資産売却益 549

    資産除売却損 1,194

    投資損失引当金繰入額 107

    損失補償等引当金繰入額 -

純経常行政コスト 282,492

  臨時損失 3,854

    災害復旧事業費 2,553

  経常収益 12,209

    使用料及び手数料 4,331

    その他 7,878

      社会保障給付 2,994

      他会計への繰出金 93

      その他 2,286

        その他 10,488

    移転費用 105,215

      補助金等 99,843

      その他の業務費用 16,589

        支払利息 6,088

        徴収不能引当金繰入額 12

        維持補修費 15,435

        減価償却費 35,276

        その他 -

        その他 4,164

      物件費等 83,147

        物件費 32,435

        職員給与費 76,514

        賞与等引当金繰入額 5,115

        退職手当引当金繰入額 3,957

  経常費用 294,701

    業務費用 189,486

      人件費 89,750

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



（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 180,809 919,927 -739,119

  純行政コスト（△） -285,585 -285,585

  財源 277,352 277,352

    税収等 224,043 224,043

    国県等補助金 53,309 53,309

  本年度差額 -8,233 -8,233

  固定資産等の変動（内部変動） -17,494 17,494

    有形固定資産等の増加 28,358 -28,358

    有形固定資産等の減少 -35,829 35,829

    貸付金・基金等の増加 12,846 -12,846

    貸付金・基金等の減少 -22,869 22,869

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,502 -2,502

  その他 -186 - -186

  本年度純資産変動額 -10,921 -19,995 9,075

本年度末純資産残高 169,888 899,932 -730,044

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



（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 996

本年度歳計外現金増減額 -475

本年度末歳計外現金残高 521

本年度末現金預金残高 6,809

    その他の収入 -

財務活動収支 -8,388

本年度資金収支額 -3,617

前年度末資金残高 9,905

本年度末資金残高 6,288

  財務活動支出 77,366

    地方債償還支出 77,366

    その他の支出 -

  財務活動収入 68,978

    地方債発行収入 68,978

    貸付金元金回収収入 8,350

    資産売却収入 686

    その他の収入 -

投資活動収支 10,908

【財務活動収支】

    貸付金支出 7,328

    その他の支出 -

  投資活動収入 52,646

    国県等補助金収入 29,280

    基金取崩収入 14,330

【投資活動収支】

  投資活動支出 41,738

    公共施設等整備費支出 29,403

    基金積立金支出 4,704

    投資及び出資金支出 303

  臨時支出 2,553

    災害復旧事業費支出 2,553

    その他の支出 -

  臨時収入 1,201

業務活動収支 -6,137

  業務収入 258,554

    税収等収入 224,028

    国県等補助金収入 22,828

    使用料及び手数料収入 4,331

    その他の収入 7,367

    移転費用支出 105,419

      補助金等支出 100,047

      社会保障給付支出 2,994

      他会計への繰出支出 93

      その他の支出 2,286

    業務費用支出 157,921

      人件費支出 93,474

      物件費等支出 47,961

      支払利息支出 6,088

      その他の支出 10,398

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 263,339


