
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 － 【負債の部】 －

　固定資産 161,053,404,003 　固定負債 50,760,780,538

　　有形固定資産 154,174,480,387 　　地方債等 43,449,416,553

　　　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 3,476,603,288

　　　　立木竹 185,258,514 　　損失補償等引当金 －

　　　　建物 92,867,408,576 　　その他 3,834,760,697

　　　　建物減価償却累計額 △49,811,722,624 　流動負債 5,780,126,576

　　　　工作物 2,452,185,994 　　1年内償還予定地方債等 3,917,973,277

　　　　工作物減価償却累計額 △1,387,674,997 　　未払金 359,779,761

　　　　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 354,566,325

　　　　航空機 － 　　預り金 1,147,807,213

　　　　航空機減価償却累計額 － 　　その他 －

　　　　その他 － 負債合計 56,540,907,114

　　　　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 163,545,637,209

　　　インフラ資産 69,836,626,786 　余剰分（不足分） △50,466,140,764

　　　　土地 4,824,057,586 　他団体出資等分 －

　　　　建物 339,763,251

　　　　建物減価償却累計額 △156,437,766

　　　　工作物 113,047,592,928

　　　　工作物減価償却累計額 △48,833,819,039

　　　　その他 －

　　　　その他減価償却累計額 －

　　　　建設仮勘定 615,469,826

　　　物品 3,155,965,264

　　　物品減価償却累計額 △1,899,393,444

　　無形固定資産 24,595,340

　　　ソフトウェア 24,545,040

　　　その他 50,300

　　投資その他の資産 6,854,328,276

　　　投資及び出資金 1,155,865,322

　　　　有価証券 339,333,183

　　　　出資金 816,532,139

　　　　その他 －

　　　投資損失引当金 －

　　　長期延滞債権 1,237,374,525

　　　長期貸付金 350,000,000

　　　基金 4,381,939,305

　　　　減債基金 14,452,777

　　　　その他 4,367,486,528

　　　その他 －

　　　徴収不能引当金 △270,850,876

　流動資産 8,566,999,556

　　現金預金 5,489,709,505

　　未収金 583,234,190

　　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 20,418,961

　　その他 43,350,000

　　徴収不能引当金 △27,127,804

　繰延資産 － 純資産合計 113,079,496,445

資産合計 169,620,403,559 負債・純資産合計 169,620,403,559

全体

全体貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用 48,543,880,209

　業務費用 17,259,551,400

　　人件費 5,786,077,432

　　　職員給与費 3,855,848,923

　　　賞与等引当金繰入額 352,611,508

　　　退職手当引当金繰入額 724,312,653

　　　その他 853,304,348

　　物件費等 10,483,385,804

　　　物件費 6,129,756,773

　　　維持補修費 184,762,170

　　　減価償却費 4,155,903,761

　　　その他 12,963,100

　　その他の業務費用 990,088,164

　　　支払利息 377,762,273

　　　徴収不能引当金繰入額 115,172,845

　　　その他 497,153,046

　移転費用 31,284,328,809

　　補助金等 23,573,661,088

　　社会保障給付 6,083,159,922

　　他会計への繰出金 1,138,432,825

　　その他 489,074,974

経常収益 3,622,791,283

　使用料及び手数料 2,338,965,333

　その他 1,283,825,950

純経常行政コスト 44,921,088,926

臨時損失 760,254,865

　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 318,654,890

臨時利益 6,427,410

　資産売却益 6,415,951

　その他 11,459

純行政コスト 45,674,916,381

全体行政コスト計算書
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 114,989,870,566 164,217,919,137 △49,228,048,571

　純行政コスト（△） △45,674,916,381 △45,674,916,381

　財源 43,663,036,944 43,663,036,944

　　税収等 30,924,428,080 30,924,428,080

　　国県等補助金 12,738,608,864 12,738,608,864

　本年度差額 △2,011,879,437 △2,011,879,437

　固定資産等の変動（内部変動） △773,787,244 773,787,244

　　有形固定資産等の増加 7,035,648,878 △7,035,648,878

　　有形固定資産等の減少 △7,117,316,320 7,117,316,320

　　貸付金・基金等の増加 2,246,507,361 △2,246,507,361

　　貸付金・基金等の減少 △2,938,627,163 2,938,627,163

　資産評価差額 25,931,220 25,931,220

　無償所管換等 75,574,096 75,574,096

　他団体出資等分の増加 －

　他団体出資等分の減少 －

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △1,910,374,121 △672,281,928 △1,238,092,193

本年度末純資産残高 113,079,496,445 163,545,637,209 △50,466,140,764

科目 合計

至 平成30年03月31日

全体

全体純資産変動計算書
自 平成29年04月01日



全体

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】 －

　業務支出 44,290,852,703

　　業務費用支出 13,006,523,894

　　　人件費支出 5,782,836,789

　　　物件費等支出 6,354,223,174

　　　支払利息支出 377,762,273

　　　その他の支出 491,701,658

　　移転費用支出 31,284,328,809

　　　補助金等支出 23,573,661,088

　　　社会保障給付支出 6,083,159,922

　　　他会計への繰出支出 1,138,432,825

　　　その他の支出 489,074,974

　業務収入 45,400,029,993

　　税収等収入 30,976,663,830

　　国県等補助金収入 10,866,800,864

　　使用料及び手数料収入 2,336,923,107

　　その他の収入 1,219,642,192

　臨時支出 877,690

　　災害復旧事業費支出 －

　　その他の支出 877,690

　臨時収入 2,971,412

業務活動収支 1,111,271,012

【投資活動収支】 －

　投資活動支出 6,917,855,078

　　公共施設等整備費支出 5,039,430,001

　　基金積立金支出 1,410,025,077

　　投資及び出資金支出 －

　　貸付金支出 468,400,000

　　その他の支出 －

　投資活動収入 4,521,532,967

　　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 240,087,987

　　その他の収入 93,421,561

投資活動収支 △2,396,322,111

【財務活動収支】 －

　財務活動支出 3,909,309,854

　　地方債等償還支出 3,909,309,854

　　その他の支出 －

　財務活動収入 5,385,700,000

　　地方債等発行収入 5,385,700,000

　　その他の収入 －

財務活動収支 1,476,390,146

本年度資金収支額 191,339,047

前年度末資金残高 4,222,657,574

本年度末資金残高 4,413,996,621

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 5,489,709,505

全体資金収支計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日


