
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 － 【負債の部】 －

　固定資産 149,786,035,121 　固定負債 44,148,200,147

　　有形固定資産 143,128,239,466 　　地方債等 40,799,468,147

　　　事業用資産 83,081,281,781 　　長期未払金 －

　　　　土地 37,561,971,790 　　退職手当引当金 3,348,732,000

　　　　立木竹 185,258,514 　　損失補償等引当金 －

　　　　建物 92,867,408,576 　　その他 －

　　　　建物減価償却累計額 △49,811,722,624 　流動負債 5,139,881,685

　　　　工作物 2,452,185,994 　　1年内償還予定地方債等 3,728,833,000

　　　　工作物減価償却累計額 △1,387,674,997 　　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 335,335,801

　　　　航空機 － 　　預り金 1,075,712,884

　　　　航空機減価償却累計額 － 　　その他 －

　　　　その他 － 負債合計 49,288,081,832

　　　　その他減価償却累計額 － 【純資産の部】 －

　　　　建設仮勘定 1,213,854,528 　固定資産等形成分 152,243,449,825

　　　インフラ資産 59,708,222,036 　余剰分（不足分） △46,600,588,676

　　　　土地 4,573,664,970

　　　　建物 －

　　　　建物減価償却累計額 －

　　　　工作物 94,083,369,215

　　　　工作物減価償却累計額 △39,452,018,091

　　　　その他 －

　　　　その他減価償却累計額 －

　　　　建設仮勘定 503,205,942

　　　物品 1,380,125,400

　　　物品減価償却累計額 △1,041,389,751

　　無形固定資産 24,545,040

　　　ソフトウェア 24,545,040

　　　その他 －

　　投資その他の資産 6,633,250,615

　　　投資及び出資金 1,779,145,183

　　　　有価証券 339,333,183

　　　　出資金 1,439,812,000

　　　　その他 －

　　　投資損失引当金 －

　　　長期延滞債権 777,959,702

　　　長期貸付金 350,000,000

　　　基金 3,874,239,600

　　　　減債基金 14,452,777

　　　　その他 3,859,786,823

　　　その他 －

　　　徴収不能引当金 △148,093,870

　流動資産 5,144,907,860

　　現金預金 2,476,069,130

　　未収金 194,730,823

　　短期貸付金 －

　　基金 2,457,414,704

　　　財政調整基金 2,457,414,704

　　　減債基金 －

　　棚卸資産 16,720,000

　　その他 －

　　徴収不能引当金 △26,797 純資産合計 105,642,861,149

資産合計 154,930,942,981 負債・純資産合計 154,930,942,981

一般会計等

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

（単位：円）

科目 金額

経常費用 31,517,748,480

　業務費用 14,927,650,292

　　人件費 5,549,793,701

　　　職員給与費 3,657,931,017

　　　賞与等引当金繰入額 335,335,801

　　　退職手当引当金繰入額 724,312,653

　　　その他 832,214,230

　　物件費等 8,603,872,744

　　　物件費 4,841,854,853

　　　維持補修費 85,174,170

　　　減価償却費 3,676,843,721

　　　その他 －

　　その他の業務費用 773,983,847

　　　支払利息 316,971,754

　　　徴収不能引当金繰入額 66,375,566

　　　その他 390,636,527

　移転費用 16,590,098,188

　　補助金等 7,242,758,826

　　社会保障給付 6,074,209,922

　　他会計への繰出金 2,784,082,466

　　その他 489,046,974

経常収益 1,090,667,384

　使用料及び手数料 523,983,546

　その他 566,683,838

純経常行政コスト 30,427,081,096

臨時損失 759,377,175

　災害復旧事業費 －

　資産除売却損 441,599,975

　投資損失引当金繰入額 －

　損失補償等引当金繰入額 －

　その他 317,777,200

臨時利益 3,455,998

　資産売却益 3,455,998

　その他 －

純行政コスト 31,183,002,273

一般会計等行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日



（単位：円）

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

前年度末純資産残高 108,112,878,757 152,976,185,689 △44,863,306,932

　純行政コスト（△） △31,183,002,273 △31,183,002,273

　財源 28,611,479,349 28,611,479,349

　　税収等 20,735,683,646 20,735,683,646

　　国県等補助金 7,875,795,703 7,875,795,703

　本年度差額 △2,571,522,924 △2,571,522,924

　固定資産等の変動（内部変動） △834,241,180 834,241,180

　　有形固定資産等の増加 6,607,860,253 △6,607,860,253

　　有形固定資産等の減少 △6,664,363,760 6,664,363,760

　　貸付金・基金等の増加 1,930,540,858 △1,930,540,858

　　貸付金・基金等の減少 △2,708,278,531 2,708,278,531

　資産評価差額 25,931,220 25,931,220

　無償所管換等 75,574,096 75,574,096

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △2,470,017,608 △732,735,864 △1,737,281,744

本年度末純資産残高 105,642,861,149 152,243,449,825 △46,600,588,676

科目 合計

至 平成30年03月31日

一般会計等

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

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】 －

　業務支出 27,768,758,981

　　業務費用支出 11,178,660,793

　　　人件費支出 5,547,585,577

　　　物件費等支出 4,927,029,023

　　　支払利息支出 316,971,754

　　　その他の支出 387,074,439

　　移転費用支出 16,590,098,188

　　　補助金等支出 7,242,758,826

　　　社会保障給付支出 6,074,209,922

　　　他会計への繰出支出 2,784,082,466

　　　その他の支出 489,046,974

　業務収入 27,963,304,016

　　税収等収入 20,761,645,778

　　国県等補助金収入 6,003,987,703

　　使用料及び手数料収入 521,941,320

　　その他の収入 675,729,215

　臨時支出 －

　　災害復旧事業費支出 －

　　その他の支出 －

　臨時収入 －

業務活動収支 194,545,035

【投資活動収支】 －

　投資活動支出 6,356,841,428

　　公共施設等整備費支出 4,638,843,376

　　基金積立金支出 1,214,779,550

　　投資及び出資金支出 34,818,502

　　貸付金支出 468,400,000

　　その他の支出 －

　投資活動収入 4,423,541,359

　　国県等補助金収入 1,871,808,000

　　基金取崩収入 2,316,215,419

　　貸付金元金回収収入 －

　　資産売却収入 235,517,940

　　その他の収入 －

投資活動収支 △1,933,300,069

【財務活動収支】 －

　財務活動支出 3,729,093,730

　　地方債等償還支出 3,729,093,730

　　その他の支出 －

　財務活動収入 5,362,500,000

　　地方債等発行収入 5,362,500,000

　　その他の収入 －

財務活動収支 1,633,406,270

本年度資金収支額 △105,348,764

前年度末資金残高 1,505,705,010

本年度末資金残高 1,400,356,246

前年度末歳計外現金残高 829,441,312

本年度歳計外現金増減額 246,271,572

本年度末歳計外現金残高 1,075,712,884

本年度末現金預金残高 2,476,069,130

一般会計等資金収支計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日


