
【資産の部】                  － 【負債の部】                  －

　固定資産      12,198,356,385 　固定負債       2,458,038,527

　　有形固定資産      10,760,493,556 　　地方債等       2,278,719,587

　　　事業用資産       4,766,380,611 　　長期未払金                  －

　　　　土地         228,864,399 　　退職手当引当金         172,326,000

　　　　立木竹                  － 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物       7,089,616,678 　　その他           6,992,940

　　　　建物減価償却累計額     △3,331,413,240 　流動負債         246,161,986

　　　　工作物       1,657,841,995 　　1年内償還予定地方債等         221,619,925

　　　　工作物減価償却累計額       △878,529,221 　　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          23,052,946

　　　　航空機                  － 　　預り金           1,489,115

　　　　航空機減価償却累計額                  － 　　その他                  －

　　　　その他                  － 負債合計       2,704,200,513

　　　　その他減価償却累計額                  － 【純資産の部】                  －

　　　　建設仮勘定                  － 　固定資産等形成分      12,517,959,085

　　　インフラ資産       5,986,960,372 　余剰分（不足分）     △1,556,663,263

　　　　土地           1,167,009

　　　　建物         165,316,000

　　　　建物減価償却累計額        △77,465,488

　　　　工作物      18,895,846,534

　　　　工作物減価償却累計額    △13,013,229,299

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定          15,325,616

　　　物品         107,711,983

　　　物品減価償却累計額       △100,559,410

　　無形固定資産           5,251,680

　　　ソフトウェア           5,251,680

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       1,432,611,149

　　　投資及び出資金           4,152,000

　　　　有価証券             200,000

　　　　出資金           3,952,000

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           4,348,331

　　　長期貸付金                  －

　　　基金       1,124,234,970

（単位：円）

科目 金額

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

科目 金額



　　　　減債基金         122,986,560

　　　　その他       1,001,248,410

　　　その他         300,000,000

　　　徴収不能引当金           △124,152

　流動資産       1,467,139,950

　　現金預金         117,573,141

　　未収金          17,985,206

　　短期貸付金                  －

　　基金         319,602,700

　　　財政調整基金         319,602,700

　　　減債基金                  －

　　棚卸資産                  －

　　その他       1,012,493,251

　　徴収不能引当金           △514,348 純資産合計      10,961,295,822

資産合計      13,665,496,335 負債及び純資産合計      13,665,496,335

（単位：円）

科目 金額

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

科目 金額



経常費用                  2,390,062,819

　業務費用                  1,753,982,952

　　人件費                    409,509,040

　　　職員給与費                    321,186,561

　　　賞与等引当金繰入額                     23,052,946

　　　退職手当引当金繰入額                     23,031,000

　　　その他                     42,238,533

　　物件費等                  1,322,074,424

　　　物件費                    339,977,207

　　　維持補修費                    394,925,846

　　　減価償却費                    587,171,371

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     22,399,488

　　　支払利息                     15,373,210

　　　徴収不能引当金繰入額                        124,152

　　　その他                      6,902,126

　移転費用                    636,079,867

　　補助金等                    444,238,696

　　社会保障給付                     61,100,283

　　他会計への繰出金                    128,772,288

　　その他                      1,968,600

経常収益                    159,093,664

　使用料及び手数料                     31,226,627

　その他                    127,867,037

純経常行政コスト                  2,230,969,155

臨時損失                             －

　災害復旧事業費                             －

　資産除売却損                             －

　投資損失引当金繰入額                             －

　損失補償等引当金繰入額                             －

　その他                             －

臨時利益                        129,599

　資産売却益                        129,599

　その他                             －

純行政コスト                  2,230,839,556

一般会計等行政コスト計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額



12,734,148,086 △1,410,784,18911,323,363,897前年度末純資産残高

△2,230,839,556△2,230,839,556　純行政コスト（△）

1,765,113,0811,765,113,081　財源

1,590,350,2831,590,350,283　　税収等

174,762,798174,762,798　　国県等補助金

△465,726,475△465,726,475　本年度差額

△319,847,401 319,847,401　固定資産等の変動（内部変動）

461,097,664 △461,097,664　　有形固定資産等の増加

△687,654,156 687,654,156　　有形固定資産等の減少

220,655,856 △220,655,856　　貸付金・基金等の増加

△313,946,765 313,946,765　　貸付金・基金等の減少

－－　資産評価差額

103,658,400103,658,400　無償所管換等

－ －－　その他

△216,189,001 △145,879,074△362,068,075　本年度純資産変動額

12,517,959,085 △1,556,663,26310,961,295,822本年度末純資産残高

（単位：円）

科目
固定資産等形成分 余剰分（不足分）合計

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

至 平成30年03月31日



【業務活動収支】                             －

　業務支出                  1,777,968,486

　　業務費用支出                  1,141,888,619

　　　人件費支出                    385,256,592

　　　物件費等支出                    737,852,939

　　　支払利息支出                     15,373,210

　　　その他の支出                      3,405,878

　　移転費用支出                    636,079,867

　　　補助金等支出                    444,238,696

　　　社会保障給付支出                     61,100,283

　　　他会計への繰出支出                    128,772,288

　　　その他の支出                      1,968,600

　業務収入                  1,852,875,524

　　税収等収入                  1,591,272,654

　　国県等補助金収入                    102,700,798

　　使用料及び手数料収入                     31,193,528

　　その他の収入                    127,708,544

　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                     74,907,038

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                    586,946,961

　　公共施設等整備費支出                    360,614,880

　　基金積立金支出                    220,565,378

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                      5,766,703

　投資活動収入                    384,686,478

　　国県等補助金収入                     72,062,000

　　基金取崩収入                    312,494,878

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                        129,600

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △202,260,483

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    200,577,580

　　地方債等償還支出                    200,577,580

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    327,180,000

　　地方債等発行収入                    327,180,000

　　その他の収入                             －

一般会計等資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額



財務活動収支                    126,602,420

本年度資金収支額                      △751,025

前年度末資金残高                    109,842,111

本年度末資金残高                    109,091,086

前年度末歳計外現金残高                      9,796,559

本年度歳計外現金増減額                    △1,314,504

本年度末歳計外現金残高                      8,482,055

本年度末現金預金残高                    117,573,141

一般会計等資金収支計算書
自 平成29年04月01日

（単位：円）

一般会計等

至 平成30年03月31日

科目 金額


