
（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 900,460   固定負債 696,477

    有形固定資産 782,974     地方債 603,906

      事業用資産 211,624     長期未払金 318

        土地 63,331     退職手当引当金 73,829

        立木竹 7,345     損失補償等引当金 5,846

        建物 293,803     その他 12,578

        建物減価償却累計額 -166,580   流動負債 92,088

        工作物 7,846     １年内償還予定地方債 72,976

        工作物減価償却累計額 -6,861     未払金 4,070

        船舶 3,100     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -3,100     前受金 361

        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 5,116

        航空機 2,159     預り金 543

        航空機減価償却累計額 -1,295     その他 9,022

        その他 0 負債合計 788,566

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,875   固定資産等形成分 930,025

      インフラ資産 562,566   余剰分（不足分） -759,430

        土地 27,027

        建物 5,252

        建物減価償却累計額 -3,434

        工作物 2,252,547

        工作物減価償却累計額 -1,734,654

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,828

      物品 34,254

      物品減価償却累計額 -25,470

    無形固定資産 2,944

      ソフトウェア 358

      その他 2,587

    投資その他の資産 114,542

      投資及び出資金 14,794

        有価証券 704

        出資金 14,090

        その他 0

      投資損失引当金 -128

      長期延滞債権 2,575

      長期貸付金 52,645

      基金 44,558

        減債基金 4,619

        その他 39,939

      その他 1,127

      徴収不能引当金 -1,029

  流動資産 58,700

    現金預金 21,979

    未収金 4,442

    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 2,544

    その他 192

    徴収不能引当金 -21 純資産合計 170,595

資産合計 959,160 負債及び純資産合計 959,160

全体会計 貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



（単位：百万円）

全体会計 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

  経常費用 320,010

    業務費用 214,690

      人件費 101,285

        職員給与費 84,248

        賞与等引当金繰入額 5,572

        退職手当引当金繰入額 4,447

        その他 7,019

      物件費等 95,535

        物件費 41,953

        維持補修費 16,044

        減価償却費 37,538

        その他 -

      その他の業務費用 17,870

        支払利息 6,447

        徴収不能引当金繰入額 14

        その他 11,409

    移転費用 105,319

      補助金等 100,031

      社会保障給付 2,994

      他会計への繰出金 -

      その他 2,295

  経常収益 36,284

    使用料及び手数料 25,863

    その他 10,421

純経常行政コスト 283,726

  臨時損失 4,569

    災害復旧事業費 2,553

    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 -

    その他 8,270

純行政コスト 279,454

    その他 715

  臨時利益 8,841

    資産売却益 571



（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 173,470 932,855 -759,384

  純行政コスト（△） -279,454 -279,454

  財源 278,981 278,981

    税収等 225,500 225,500

    国県等補助金 53,481 53,481

  本年度差額 -473 -473

  固定資産等の変動（内部変動） -328 328

    有形固定資産等の増加 49,377 -49,377

    有形固定資産等の減少 -38,196 38,196

    貸付金・基金等の増加 13,410 -13,410

    貸付金・基金等の減少 -24,919 24,919

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,502 -2,502

  その他 98 - 98

  本年度純資産変動額 -2,876 -2,830 -46

本年度末純資産残高 170,595 930,025 -759,430

全体会計 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）

全体会計 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 283,379

    業務費用支出 177,856

      人件費支出 104,343

      物件費等支出 56,454

      支払利息支出 6,447

      その他の支出 10,612

    移転費用支出 105,523

      補助金等支出 100,234

      社会保障給付支出 2,994

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 2,295

  業務収入 283,138

    税収等収入 224,488

    国県等補助金収入 22,924

    使用料及び手数料収入 25,783

    その他の収入 9,943

  臨時支出 3,268

    災害復旧事業費支出 2,553

    その他の支出 715

  臨時収入 1,322

業務活動収支 -2,187

【投資活動収支】

  投資活動支出 51,897

    公共施設等整備費支出 39,562

    基金積立金支出 4,704

    投資及び出資金支出 303

    貸付金支出 7,328

    その他の支出 -

  投資活動収入 56,452

    国県等補助金収入 29,341

    基金取崩収入 14,330

    貸付金元金回収収入 8,350

    資産売却収入 722

    その他の収入 3,709

投資活動収支 4,555

【財務活動収支】

  財務活動支出 81,195

    地方債償還支出 81,189

    その他の支出 6

  財務活動収入 77,891

    地方債発行収入 77,891

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 21,979

    その他の収入 -

財務活動収支 -3,304

本年度資金収支額 -936

前年度末資金残高 22,394

本年度末資金残高 21,458


