
（単位：円）

科目 金額 科目 金額

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

　固定資産      54,412,662,332 　固定負債       5,693,593,927

　　有形固定資産      50,753,068,863 　　地方債等       4,819,653,167

　　　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         559,906,543

　　　　工作物       1,308,783,509 　　1年内償還予定地方債等         498,757,272

　　　　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          41,516,360

　　　　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       6,253,500,470

　　　　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      56,236,149,922

　　　インフラ資産      26,871,910,090 　余剰分（不足分）     △5,834,872,942

　　　　土地          83,562,485 　他団体出資等分                  －

　　　　建物       2,334,317,523

　　　　建物減価償却累計額       △915,004,326

　　　　工作物      42,137,518,741

　　　　工作物減価償却累計額    △16,771,670,333

　　　　その他                  －

　　　　その他減価償却累計額                  －

　　　　建設仮勘定           3,186,000

　　　物品       2,850,360,917

　　　物品減価償却累計額     △1,382,548,651

　　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       3,627,270,269

　　　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          12,484,584

　　　長期貸付金          10,040,000

　　　基金       3,354,798,249

　　　　減債基金           8,747,449

　　　　その他       3,346,050,800

全体

全体貸借対照表
（平成30年03月31日 現在）



　　　その他         235,795,330

　　　徴収不能引当金           △787,894

　流動資産       2,242,115,118

　　現金預金         134,090,593

　　未収金             938,063

　　短期貸付金         △9,530,000

　　基金       2,114,144,736

　　　財政調整基金       1,131,637,913

　　　減債基金         982,506,823

　　棚卸資産           2,471,726

　　その他                  －

　　徴収不能引当金                  －

　繰延資産                  － 純資産合計      50,401,276,980

資産合計      56,654,777,450 負債及び純資産合計      56,654,777,450



全体

（単位：円）

科目 金額

経常費用                  4,492,482,045

　業務費用                  3,153,124,312

　　人件費                    732,705,826

　　　職員給与費                    558,648,906

　　　賞与等引当金繰入額                     44,329,022

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

　　　その他                    135,390,898

　　物件費等                  2,359,722,510

　　　物件費                  1,094,217,267

　　　維持補修費                    203,026,103

　　　減価償却費                  1,062,479,140

　　　その他                             －

　　その他の業務費用                     60,695,976

　　　支払利息                     36,499,935

　　　徴収不能引当金繰入額                      1,752,177

　　　その他                     22,443,864

　移転費用                  1,339,357,733

　　補助金等                  1,226,105,786

　　社会保障給付                    111,545,848

　　他会計への繰出金                       △78,942

　　その他                      1,785,041

経常収益                    368,142,241

　使用料及び手数料                    260,267,444

　その他                    107,874,797

純経常行政コスト                  4,124,339,804

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                  4,124,222,213

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） 他団体出資等分

前年度末純資産残高 51,000,712,092 57,191,962,990 △6,191,250,898 －

　純行政コスト（△） △4,124,222,213 △4,124,222,213 －

　財源 3,603,584,255 3,603,584,255 －

　　税収等 3,068,218,759 3,068,218,759 －

　　国県等補助金 535,365,496 535,365,496 －

　本年度差額 △520,637,958 △520,637,958 －

　固定資産等の変動（内部変動） △879,219,114 877,015,914 －

　　有形固定資産等の増加 138,421,587 △138,421,587 －

　　有形固定資産等の減少 △1,141,411,479 1,139,208,279 －

　　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 △76,593,954 △76,593,954

　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 △599,435,112 △955,813,068 356,377,956 －

本年度末純資産残高 50,401,276,980 56,236,149,922 △5,834,872,942 －

全体

全体純資産変動計算書
自 平成29年04月01日

至 平成30年03月31日

科目 合計



全体

（単位：円）

科目 金額

【業務活動収支】                             －

　業務支出                  3,433,140,344

　　業務費用支出                  2,093,782,611

　　　人件費支出                    738,227,510

　　　物件費等支出                  1,297,243,370

　　　支払利息支出                     36,499,935

　　　その他の支出                     21,811,796

　　移転費用支出                  1,339,357,733

　　　補助金等支出                  1,226,105,786

　　　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                      1,785,041

　業務収入                  3,784,531,798

　　税収等収入                  3,068,160,694

　　国県等補助金収入                    349,045,309

　　使用料及び手数料収入                    259,925,998

　　その他の収入                    107,399,797

　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                    474,804,641

【投資活動収支】                             －

　投資活動支出                  1,270,770,463

　　公共施設等整備費支出                     68,291,557

　　基金積立金支出                  1,200,678,906

　　投資及び出資金支出                             －

　　貸付金支出                      1,800,000

　　その他の支出                             －

　投資活動収入                  1,021,668,939

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

　　基金取崩収入                    957,199,348

　　貸付金元金回収収入                      1,445,000

　　資産売却収入                        117,591

　　その他の収入                             －

投資活動収支                  △249,101,524

【財務活動収支】                             －

　財務活動支出                    482,336,712

　　地方債等償還支出                    482,336,712

　　その他の支出                             －

　財務活動収入                    260,091,000

　　地方債等発行収入                    260,091,000

　　その他の収入                             －

財務活動収支                  △222,245,712

本年度資金収支額                      3,457,405

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



前年度末資金残高                    110,498,357

本年度末資金残高                    113,955,762

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                    134,090,593


