
（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 999,393   固定負債 711,172

    有形固定資産 894,061     地方債等 622,032

      事業用資産 256,019     長期未払金 318

        土地 97,600     退職手当引当金 74,029

        立木竹 7,345     損失補償等引当金 238

        建物 304,088     その他 14,554

        建物減価償却累計額 -169,644   流動負債 96,648

        工作物 8,302     １年内償還予定地方債等 75,866

        工作物減価償却累計額 -7,109     未払金 5,387

        船舶 3,100     未払費用 38

        船舶減価償却累計額 -3,100     前受金 442

        浮標等 46     前受収益 19

        浮標等減価償却累計額 -46     賞与等引当金 5,135

        航空機 2,159     預り金 638

        航空機減価償却累計額 -1,295     その他 9,123

        その他 13,960 負債合計 807,820

        その他減価償却累計額 -11,350 【純資産の部】

        建設仮勘定 11,965   固定資産等形成分 1,028,958

      インフラ資産 628,533   余剰分（不足分） -778,848

        土地 29,834   他団体出資等分 8,287

        建物 6,245

        建物減価償却累計額 -3,948

        工作物 2,393,189

        工作物減価償却累計額 -1,812,665

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,877

      物品 36,957

      物品減価償却累計額 -27,448

    無形固定資産 3,018

      ソフトウェア 408

      その他 2,610

    投資その他の資産 102,314

      投資及び出資金 2,307

        有価証券 866

        出資金 1,442

        その他 0

      長期延滞債権 2,576

      長期貸付金 16,939

      基金 80,367

        減債基金 4,619

        その他 75,747

      その他 1,155

      徴収不能引当金 -1,029

  流動資産 66,820

    現金預金 27,182

    未収金 4,969

    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 2,920

    その他 2,206

    徴収不能引当金 -21

  繰延資産 4 純資産合計 258,397

資産合計 1,066,217 負債及び純資産合計 1,066,217

連結貸借対照表
（平成30年3月31日現在）



（単位：百万円）

    資産売却益 610

    その他 8,643

純行政コスト 286,343

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 845

  臨時利益 9,253

  臨時損失 4,850

    災害復旧事業費 2,553

    資産除売却損 1,452

    使用料及び手数料 26,314

    その他 19,453

純経常行政コスト 290,745

      社会保障給付 2,994

      その他 2,815

  経常収益 45,767

        その他 12,279

    移転費用 105,293

      補助金等 99,484

      その他の業務費用 18,836

        支払利息 6,543

        徴収不能引当金繰入額 14

        維持補修費 16,456

        減価償却費 40,595

        その他 436

        その他 7,197

      物件費等 107,122

        物件費 49,635

        職員給与費 87,995

        賞与等引当金繰入額 5,582

        退職手当引当金繰入額 4,488

  経常費用 336,512

    業務費用 231,219

      人件費 105,262

連結行政コスト計算書
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) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 262,843 1,039,378 -784,628 8,093

  純行政コスト（△） -286,343 -284,950 -1,393

  財源 284,234 282,646 1,587

    税収等 227,579 227,531 49

    国県等補助金 56,655 55,116 1,539

  本年度差額 -2,109 -2,303 194

  固定資産等の変動（内部変動） -7,919 7,919

    有形固定資産等の増加 50,532 -50,532

    有形固定資産等の減少 -41,690 41,690

    貸付金・基金等の増加 16,234 -16,234

    貸付金・基金等の減少 -32,994 32,994

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 -2,502 -2,502

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 165 - 165

  本年度純資産変動額 -4,445 -10,420 5,781 194

本年度末純資産残高 258,397 1,028,958 -778,848 8,287

連結純資産変動計算書
自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

省 略



（単位：百万円）

前年度末歳計外現金残高 998

本年度歳計外現金増減額 -466

本年度末歳計外現金残高 532

本年度末現金預金残高 27,182

財務活動収支 -2,756

本年度資金収支額 -1,426

前年度末資金残高 28,076

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 26,650

    地方債等償還支出 88,668

    その他の支出 11

  財務活動収入 85,922

    地方債等発行収入 84,855

    その他の収入 1,067

    資産売却収入 7,748

    その他の収入 3,801

投資活動収支 3,465

【財務活動収支】

  財務活動支出 88,679

    その他の支出 2

  投資活動収入 64,836

    国県等補助金収入 29,443

    基金取崩収入 15,493

    貸付金元金回収収入 8,352

  投資活動支出 61,371

    公共施設等整備費支出 40,738

    基金積立金支出 5,782

    投資及び出資金支出 7,523

    貸付金支出 7,328

    災害復旧事業費支出 2,553

    その他の支出 744

  臨時収入 1,368

業務活動収支 -2,134

【投資活動収支】

    税収等収入 225,381

    国県等補助金収入 25,450

    使用料及び手数料収入 26,242

    その他の収入 19,723

  臨時支出 3,297

    移転費用支出 105,568

      補助金等支出 99,684

      社会保障給付支出 2,994

      その他の支出 2,891

  業務収入 296,796

    業務費用支出 191,433

      人件費支出 108,260

      物件費等支出 64,994

      支払利息支出 6,542

      その他の支出 11,637

連結資金収支計算書
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 297,001


