
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産      50,433,447,488 　固定負債       5,074,388,327

　　有形固定資産      46,787,860,084 　　地方債等       4,200,447,567

　　　事業用資産      22,413,346,507 　　長期未払金                  －

　　　　土地         463,091,787 　　退職手当引当金         862,592,000

　　　　立木竹         348,950,620 　　損失補償等引当金                  －

　　　　建物      34,000,653,347 　　その他          11,348,760

　　　　建物減価償却累計額    △13,130,631,115 　流動負債         480,566,533

　　　　工作物       1,308,783,509 　　1年内償還予定地方債等         422,131,054

　　　　工作物減価償却累計額       △577,501,641 　　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          38,802,568

　　　　航空機                  － 　　預り金          19,632,911

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

　　　　その他                  － 負債合計       5,554,954,860

　　　　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      52,111,922,054

　　　インフラ資産      23,364,043,390 　余剰分（不足分）     △5,170,540,407

　　　　土地          83,562,485

　　　　建物       1,449,322,508

　　　　建物減価償却累計額       △570,973,508

　　　　工作物      37,796,031,977

　　　　工作物減価償却累計額    △15,397,086,072

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定           3,186,000

　　　物品       1,901,929,383

　　　物品減価償却累計額       △891,459,196

　　無形固定資産          32,323,200

　　　ソフトウェア          32,323,200

　　　その他                  －

　　投資その他の資産       3,613,264,204

　　　投資及び出資金          14,940,000

　　　　有価証券           6,065,000

　　　　出資金           8,875,000

　　　　その他                  －

　　　投資損失引当金                  －

　　　長期延滞債権           8,007,774

　　　長期貸付金                  －

　　　基金       3,355,048,246

　　　　減債基金           8,747,449

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）



（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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）

　　　　その他       3,346,300,797

　　　その他         235,795,330

　　　徴収不能引当金           △527,146

　流動資産       2,062,889,019

　　現金預金         121,278,281

　　未収金             716,563

　　短期貸付金                  －

　　基金       1,938,422,449

　　　財政調整基金         955,915,626

　　　減債基金         982,506,823

　　棚卸資産           2,471,726

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  － 純資産合計      46,941,381,647

資産合計      52,496,336,507 負債及び純資産合計      52,496,336,507



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  3,826,378,104

　業務費用                  2,918,558,431

　　人件費                    727,503,775

　　　職員給与費                    557,524,182

　　　賞与等引当金繰入額                     41,615,230

　　　退職手当引当金繰入額                    △5,663,000

　　　その他                    134,027,363

　　物件費等                  2,160,718,442

　　　物件費                  1,016,781,210

　　　維持補修費                    194,748,529

　　　減価償却費                    949,188,703

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     30,336,214

　　　支払利息                     22,990,610

　　　徴収不能引当金繰入額                        513,386

　　　その他                      6,832,218

　移転費用                    907,819,673

　　補助金等                    795,016,226

　　社会保障給付                    111,545,848

　　他会計への繰出金                       △78,942

　　その他                      1,336,541

経常収益                    312,333,345

　使用料及び手数料                    208,921,324

　その他                    103,412,021

純経常行政コスト                  3,514,044,759

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                        117,591

　資産売却益                        117,591

　その他                             －

純行政コスト                  3,513,927,168

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 47,413,811,010 52,837,442,784 △5,423,631,774

　純行政コスト（△） △3,513,927,168 △3,513,927,168

　財源 3,056,527,481 3,056,527,481

　　税収等 2,691,685,865 2,691,685,865

　　国県等補助金 364,841,616 364,841,616

　本年度差額 △457,399,687 △457,399,687

　固定資産等の変動（内部変動） △710,491,054 710,491,054

　　有形固定資産等の増加 129,956,547 △129,956,547

　　有形固定資産等の減少 △964,218,379 964,218,379

　　貸付金・基金等の増加 1,059,715,254 △1,059,715,254

　　貸付金・基金等の減少 △935,944,476 935,944,476

　資産評価差額 － －

　無償所管替等 △15,029,676 △15,029,676

　その他 － － －

　本年度純資産変動額 △472,429,363 △725,520,730 253,091,367

本年度末純資産残高 46,941,381,647 52,111,922,054 △5,170,540,407

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

至 平成30年03月31日

科目 合計



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  2,881,976,947

　　業務費用支出                  1,974,157,274

　　　人件費支出                    733,166,775

　　　物件費等支出                  1,211,529,739

　　　支払利息支出                     22,990,610

　　　その他の支出                      6,470,150

　　移転費用支出                    907,819,673

　　　補助金等支出                    795,016,226

　　　社会保障給付支出                    111,545,848

　　　他会計への繰出支出                       △78,942

　　　その他の支出                      1,336,541

　業務収入                  3,182,292,828

　　税収等収入                  2,691,779,500

　　国県等補助金収入                    178,521,429

　　使用料及び手数料収入                    208,579,878

　　その他の収入                    103,412,021

　臨時支出                             －

　　災害復旧事業費支出                             －

　　その他の支出                             －

　臨時収入                    123,413,187

業務活動収支                    423,729,068

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  1,254,137,220

　　公共施設等整備費支出                     64,945,717

　　基金積立金支出                  1,189,191,503

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                             －

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                    998,868,939

　　国県等補助金収入                     62,907,000

　　基金取崩収入                    935,844,348

　　貸付金元金回収収入                             －

　　資産売却収入                        117,591

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △255,268,281

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    417,962,678

　　地方債等償還支出                    417,962,678

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    257,791,000

　　地方債等発行収入                    257,791,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                  △160,171,678

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



一般会計等

（単位：円）

科目 金額

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

本年度資金収支額                      8,289,109

前年度末資金残高                     92,854,341

本年度末資金残高                    101,143,450

前年度末歳計外現金残高                     19,640,217

本年度歳計外現金増減額                        494,614

本年度末歳計外現金残高                     20,134,831

本年度末現金預金残高                    121,278,281


